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るように、Agilent Technologiesでは様々なオシロスコ

ープ・プローブとアクセサリを用意しています。接

続の物理的品質と電気的品質が測定に大きく影響す

るため、それぞれのアプリケーション専用に設計さ

れています。
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Agilent Infiniiumオシロスコープのモデル
プローブ・タイプ プローブ・モデル 54830B/31B/32B/33A/ 54835A/45A/ 54810A/15A/ 54852A/53A/

30D/31D/32D/33D 45B/46A/46B 20A/25A 54A/55A

1160A、10：1 互換性なし 互換性なし 推奨 互換性なし

1161A、10：1 互換性あり 推奨 互換性なし 互換性あり［1］

1162A、1：1 推奨 推奨 推奨 互換性あり［1］

1164A、10：1 互換性なし 互換性なし 推奨 互換性なし

1165A、10：1 推奨 互換性あり 互換性なし 互換性なし

1171A、10：1 推奨 推奨 互換性なし 互換性あり［1］

1155A、750MHz 推奨 互換性あり 推奨 互換性あり

1156A、1.5GHz 推奨 推奨 推奨 互換性あり

1157A、2.5GHz 互換性あり 推奨 互換性あり 互換性あり

1158A、4GHz 互換性あり 推奨 互換性あり 互換性あり

1163A、10：1 推奨 推奨 推奨 互換性なし

54006A、10：1または20：1 互換性あり［2］ 推奨［2］ 互換性あり［2］ 推奨［2］

1153A、200MHz 推奨 推奨 推奨 互換性あり

NEW1130A、1.5GHz［6］ 推奨［3］ 互換性あり 互換性なし 互換性あり

1131A、3.5GHz［6］ 推奨［3］ 推奨［4］ 互換性なし 推奨

1132A、5GHz［6］ 互換性あり［3］ 互換性あり［4］ 互換性なし 推奨

1134A、7GHz［6］ 互換性あり［3］ 互換性あり［4］ 互換性なし 推奨

1146A、100kHz 推奨 推奨 推奨 互換性あり［1］

1147A、50MHz 推奨 推奨 推奨 互換性なし［7］

10076A、4kV 推奨 推奨 推奨 推奨

N2771A、15kV 推奨 推奨 推奨 推奨

54826-68701 推奨［5］ 互換性なし 互換性なし 互換性なし

E5396A 推奨［5］ 互換性なし 互換性なし 互換性なし

［1］E2697A 1MΩ入力アダプタが必要です。E2697Aには1個の10073C汎用500MHz、10：1パッシブ・プローブが付属しています。
［2］E2695A SMA-BNCアダプタが必要です。
［3］54830シリーズ・システム・ソフトウェア・リビジョンA.03.10以上（Windows XP Pro）が必要です。A.02.30以下の場合は、N5383Aをオーダしてシ

ステム・ソフトウェアをアップグレードしてください。
［4］54845/46システム・ソフトウェア・リビジョンA.04.5以上が必要です。
［5］54830D/31D/32D/33D MSDに対してのみ推奨します。
［6］113XAプローブ・アンプは、シングルエンド測定と差動測定をサポートしています。
［7］N2774A 50MHz電流プローブとN2775A電源をオーダしてください。

汎用パッシブ、
4ページ

軽量パッシブ、
7ページ

アクティブ（FET）・
シングルエンド、
10、13、15ページ

抵抗ディバイダ、
4、18ページ

アクティブ差動、
10、20ページ

電流、
24、26ページ

高電圧、
29、30ページ

ハーフサイズ・ソフト・
タッチ・コネクタレス・
ロジック・プローブ、32ページ

ミックスド・シグナル・
オシロスコープ・
ロジック・プローブ・
キット、31ページ

表1.1 Infiniiumオシロスコープと互換性のあるAgilentプローブ

プローブまたはプローブ・アクセサリ
を交換する際のオーダ情報について：

目次に記載されているお使いのプロ
ーブ・モデルのページ番号を直接参
照してください。

アプリケーションに適したプローブ
選択をお手伝いするために：

下のプローブ互換表を使用して、お使い
のInfiniiumオシロスコープ用に推奨さ
れているプローブを捜してください。

あるいは、目次の各セクションの始
めにあるプローブ概要を参照してく
ださい。お使いのInfiniium用に用意
されている様々なプローブ・タイプ
とモデルを説明してあります。

プローブ互換表
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汎用プローブ

パッシブ・プローブは汎用のプロー
ビングに使用し、ワイヤ、コネクタ、
キャパシタ、抵抗（減衰が必要な場
合）などの受動コンポーネントを使
用して構成されています。パッシ
ブ・プローブには、トランジスタや
増幅器などの能動コンポーネントは
含まれていません。したがって、こ
の電圧プローブに電源を供給する必
要はありません。

モデル プローブ・タイプ アプリケーションおよび用途 ページ

116XAファミリ パッシブ 汎用、標準Infiniiumプローブ 4
（1163Aを除く）

117XAファミリ パッシブ ファインピッチIC、表面実装デバイスおよび高密度回路基板 7

パッシブ・プローブの利点 制約

116XAはこわれにくくて、経済的かつ使いやすく、 帯域幅は最大600MHz アクティブ・プローブに比べて容量性負荷が高い。
広いダイナミック・レンジ、低入力抵抗

117XAは軽量、他のパッシブ・プローブに比べて 帯域幅は500MHz、
チップ・キャパシタンスが低い。 ブラウジング用としては116XAほど堅牢ではない。

図2.1 Agilent 116XA標準Infiniium
プローブ

図2.2 ファインピッチIC、SMDおよび高
密度回路基板用のAgilent 117XA軽量プ
ローブ

汎用プローブには、分圧比が1：1、
10：1および20：1のものがありま
す。10：1パッシブ・プローブが最
も一般的に使用されているプローブ
で、帯域幅≦600MHzのすべての
Infiniiumオシロスコープに標準アク
セサリとして付属しています。



信頼性を重視した設計

これらの汎用交換用デバイスは、信
頼性を重視した設計とテストが実施
されています。強く引っ張られたと
きのためにKevlar補強具が付いてい
ます。また、耐久性のあるプロー
ブ・チップは交換可能です。

コンパクトな設計により、高密度の
集積回路コンポーネントやプリント
回路基板上の小さな導体にも容易に
プロービングすることができます。
これらの小型軽量プローブを使用す
れば、従来は非常に困難だった測定
を行うことが可能になると同時に、
ショートする危険も小さくなりま
す。プロービングする箇所が狭い場
合には、プローブ・ハンドルのネジ
を外しケーブルに沿って後ろに移動
することができます。

プロービングする場合には、プロー
ブを付属のブラウザに簡単に差し込
むことができます。ブラウザはクラ
ウン・ポイントを備えており、これ
がはんだに突き刺さるため、テス
ト・ポイントから外れて隣接するリ
ードとショートする危険がありませ
ん。また、ポゴ・ピンを使用すれば、
被試験デバイスとの接点を保ったま
ま、手を動かすことができます。

4

オシロスコープとの互換性（推奨プローブ） プローブ

54810A、54815A、54820A、54825A 1160A、1162A、
1163A、1164A

54830B/D、54831B/D、54832B/D、54833A/D 1162A、1163A、1165A

54835A、54845A/B、54846A/B 1161A、1162A、1163A

汎用プローブ
Agilent 116XAファミリ、パッシブ・プローブ

• 帯域幅≦600MHzのInfiniiumオシロ
スコープ用の標準プローブ

• 頑丈で、経済的、使いやすい
• コンパクト設計、着脱可能なプロー
ブ・ハンドルにより狭いプロービン
グ箇所に対応

• Agilent 1163A 500Ω抵抗ディバ
イダ、分圧比10：1

図2.3 Agilent 116XAファミリ汎用
プローブ

116XAファミリ・プローブは、AutoProbe
インタフェースに対応し、Infiniium
オシロスコープのすべてのプローブ
設定が自動的に行われます。スナッ
プオンBNCコネクタにより、プロー
ブをスコープに簡単に装着すること
ができます。様々なテスト・ポイン
トへ接続するためのリードが用意さ
れています。リスト一覧は「オーダ
情報」を参照してください。

Agilent 1163A、抵抗ディバイダ

Agilent 1163Aは低容量性負荷と広帯
域により、非常に正確なタイミング
測定が可能になっています。抵抗デ
ィバイダ・プローブは、ECL回路、
50Ωs伝送ライン、GaAs回路などの
低電圧信号のプロービングに最適
です。

図2.4 すべらないブラウザの
クラウン・ポイント



5

仕様

モデル システム帯域幅 オシロスコープ 補償
番号 プローブのタイプ （オシロスコープ＋プローブ） 分圧比 入力R 入力C 入力R 範囲 長さ

1160A 高インピーダンス、 500MHz 10：1 10MΩ 9pF 1MΩ 6～9pF 1.5m
パッシブ

1161A 高インピーダンス、 500MHz 10：1 10MΩ 10pF 1MΩ 12～14pF 1.5m
パッシブ

1162A 高インピーダンス、 25MHz 1：1 1MΩ 50pF＋オシロ 1MΩ ― 1.5m
パッシブ スコープの容量

1163A 500Ω抵抗 54845A/B 10：1 500Ω 1.5pF 50Ω ― 1.5m
ディバイダ 使用の場合1.5GHz

1164A 高インピーダンス、 500MHz 10：1 10MΩ 10.5pF 1MΩ 6～9pF 2.0m
パッシブ

1165A 高インピーダンス、 600MHz（代表値） 10：1 10MΩ 10pF 1MΩ 12～14pF 1.5m
パッシブ 54830B/31B/32B/33A

54830D/31D/32D/33D使用の場合

動作特性

伝搬遅延 1160A/61A/62A/63A/65Aプローブの場合：約6.7ns
1164Aプローブの場合：約8.8ns

最大入力電圧 300V（DC＋ピークAC）、CAT II
10V（DC＋ピークAC）、1163AのみCAT I

安全性 IEC1010-2-31に適合

引張力（BNCとバレル間） ≦5.4kg静的引張力

正味質量 73.7g

環境特性

温度（動作時） 0ºC～＋55ºC

湿度（動作時） 40ºCで最大相対湿度95％

高度（動作時） 最高4,600m

衝撃 50G（400G、チップのみ）

汎用プローブ
Agilent 116XAファミリ、パッシブ・プローブ
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オーダ情報

プローブおよびアクセサリ

パーツ番号 説明 数量

1160A 10：1、10MΩ、1.5m、ミニチュア・パッシブ・プローブ 1

1161A 10：1、10MΩ、1.5m、ミニチュア・パッシブ・プローブ 1

1162A 1：1、1.5m、ミニチュア・パッシブ・プローブ 1

1163A 10：1、500Ω、低C、1.5m、ミニチュア・パッシブ・プローブ 1

1164A 10：1、10MΩ、2m、ミニチュア・パッシブ・プローブ 1

1165A 10：1、10Ω、1.5m、ミニチュア・パッシブ・プローブ 1

5063-2143 プローブ・チップ-BNC（オス） 1

ICクリップ：「プロービング・アクセサリ」を参照。

水平および垂直ミニプローブ・ソケット：「プロービング・アクセサリ」を参照。

ウェッジ・プローブ。アダプタ：「プロービング・アクセサリ」を参照。

交換用部品

パーツ番号 説明 数量

5063-2135 汎用引き込み式フック・チップ 2

5063-2140 ワニ口グランド・リード 2

5063-2120 ソケット付きグランド・リード 1

5063-2115 ブラウザ 1

5063-2147 デュアルリード・アダプタ 1

5063-2149 SMDクリップ 5

01160-68701 アクセサリ・キット（スプリング・グランド×4、 1
ブラウザ・ポゴ・ピン×4、バレル絶縁体×4、
ドライバ×1を含む）

5063-2136 1160Aプローブ・チップ、赤 5

5063-2137 1161Aプローブ・チップ、茶 5

5063-2138 1162Aプローブ・チップ、黒 5

5063-2139 1163Aプローブ・チップ、グレー 5

5063-2151 1164Aプローブ・チップ、オレンジ 5

5063-2137 1165Aプローブ・チップ、茶 5

プローブ×1

プローブ・
チップ×2

バレル絶縁体×2

ブラウザ×1 汎用
引き込み式
フック・
チップ×1

デュアル
リード・

アダプタ×1

SMDクリップ×2

スプリング・
グランド×4

ワニ口グランド・リード×1

ソケット付きグランド・リード×1

ドライバ×1

ブラウザ・
ポゴ・ピン
（スペア）
×1

付属プローブ部品

ユーザーズ・ガイドと
1年間保証を含む

汎用プローブ
Agilent 116XAファミリ、パッシブ・プローブ
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今日のICに最適

プローブ・チップは非常に小さく軽
量（＜1g）で、ケーブルも極めて薄い
ため、117XAファミリはファインピ
ッチIC、表面実装デバイスおよび高
密度回路基板への接続に適していま
す。

これらのプローブは、標準ボード・
ヘッダとICクリップに直接取り付け
ることができます。表面実装デバイ
スとのインタフェースを最適化でき
るように、様々なアクセサリが用意
されています。ウェッジ・プローブ・
アダプタを使用すれば、TQFP/PQFP
パッケージ・リードとの簡単で信頼
性の高い接続が可能です。アクセサ
リの一覧は「オーダ情報」を参照し
てください。

プロービングする場合には、プロー
ブを付属のブラウザに簡単に差し込
むことができます。ブラウザはクラ

オシロスコープとの互換性（推奨プローブ） プローブ

54835A、54845A/B、54846A/B、 1171A
54830B/D、54831B/D、54832B/D、54833A/D

汎用プローブ
Agilent 117XAファミリ、軽量、パッシブ・プローブ

• ファインピッチIC、SMDおよび高密
度回路基板への接続が容易

• 軽量（＜1g）、小型のプローブ・チップ
• 分圧比10：1、キャパシタンス
＜10pF（1171A）

図2.5 ファインピッチIC、表面実装デバイス
および高密度回路基板用のAgilent 117XA
ファミリ・プローブ

ウン・ポイントを備えており、これ
がはんだに突き刺さるため、テス
ト・ポイントから外れて隣接するリ
ードをショートする危険がありませ
ん。また、ポゴ・ピンを使用すれば、
被試験デバイスとの接点を保ったま
ま、手を動かすことができます。

117XAプローブは、AutoProbeインタ
フェースに対応し、Infiniiumオシロス
コープのすべてのプローブ設定が自
動的に行われます。スナップオン
BNCコネクタにより、プローブをス
コープに簡単に装着することができ
ます。

仕様

モデル システム帯域幅 オシロスコープ 補償
番号 プローブのタイプ （オシロスコープ＋プローブ）分圧比 入力R 入力C 入力R 範囲 長さ

1171A 高インピーダンス、 500MHz 10：1 10MΩ 10pF 1MΩ 12～14pF 1.4m
パッシブ
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仕様

動作特性

伝搬遅延 1171A：約6.5ns

最大入力電圧 40V（DC＋ピークAC）、CAT I

安全性 IEC1010-2-31に適合

引張力（BNC-プローブ・チップ間） ≦5.4g静的引張力

正味質量 73.7g

プローブ・チップ質量 ＜1g

環境特性

温度（動作時） 0ºC～＋55ºC

湿度（動作時） 40ºCで最大相対湿度95％

高度（動作時） 最高4,600m

衝撃 50G（400G、チップのみ）

オーダ情報

プローブおよびアクセサリ

パーツ番号 説明 数量

1171A 10：1、10MΩ、1.4m、軽量パッシブ・プローブ 1

ICクリップ：「プロービング・アクセサリ」を参照。

ウェッジ・プローブ・アダプタ：「プロービング・アクセサリ」を参照。

交換用部品

パーツ番号 説明 数量

5063-2122 ブラウザ 1

付属プローブ部品

ICクリップ2個、ユーザーズ・ガイド
および1年間保証を含む。

ポゴ・ピン×2

ワニ口グランド・
リード×1

ソケット付き
グランド・
リード×1

プロービング・
ピン×2

グランド・
エクステンダ×1

プローブ×1

ブラウザ×1

ドライバ×1

ウォーキング・スティック・
グランド×1

汎用プローブ
Agilent 117XAファミリ、軽量、パッシブ・プローブ



9

高周波プローブ

アクティブ・プローブには、能動コ
ンポーネント（通常はFET）が含まれ
ているため、電源を供給する必要が
あります。FETは、入力キャパシタ
ンスが非常に低く、通常は1pF以下
から数pFまでです。このようにキャ
パシタンスが低いため、最大で
7GHzまでの周波数に対して高い入
力インピーダンスとなります。アク
ティブ・プローブはこのように負荷
が小さいため、パッシブ・プローブ
では負荷が非常に大きくなってしま
う高インピーダンス回路で使用する
ことが可能です。

新製品のInfiniiMaxプローブ・ファ
ミリ
革新的なInfiniiMaxプローブ・システ
ムは、厳しい接続要件に対しても性
能を低下させることなく差動／シン
グルエンド・プロービング・ソリュ
ーションを提供します。

図3.1 Agilent 1130A/31A/32A/34A
InfiniiMax高性能アクティブ・プローブ

図3.2 最大で4GHzの信号用の
Agilent 1156A/57A/58A
アクティブ・プローブ

モデル プローブ・タイプ アプリケーションおよび用途 ページ

1130A/31A/32A/34A アクティブ差動／シングルエンド 最高7GHzの差動／シングルエンド信号を測定 10

1155A アクティブ・シングルエンド 低電圧信号の高速遷移を測定、2チャネル 13

1156A/57A/58A アクティブ・シングルエンド 最高4GHzの低電圧信号の高速遷移を測定 15

1163A 抵抗ディバイダ 広範囲の信号電圧の高速遷移を測定 4

54006A 抵抗ディバイダ 高周波プロービングのための安価な代替方法 18

高周波プローブの利点 制約

高周波でのタイミング／電圧測定がより正確 アクティブ・プローブは汎用パッシブ・プローブより高価

抵抗ディバイダ・プローブはアクティブ・プローブより 抵抗ディバイダ・プローブによる比較的大きな抵抗負荷
コストが低い

アクティブ・プローブは被試験回路への影響が最も小さい、 アクティブ・プローブは、ダイナミック・レンジが狭く、最大電圧が小さく、
高入力抵抗 パッシブ・プローブほど堅牢ではない。

抵抗ディバイダはパッシブ・プロー
ブです。容量性負荷が低く、アクテ
ィブ・プローブよりはるかに低いコ
ストで広帯域信号を用いた正確なタ
イミング測定が可能です。
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高周波アクティブ差動／シングルエンド・プローブ・システム
Agilent 1130A/31A/32A/34A InfiniiMax高性能プローブ・システム

オシロスコープとの互換性（推奨オシロスコープ） プローブ

54830B/D*、54831B/D*、54832B/D*、54833A/D* 1130A

54845A/B†、54846A/B†、54852A、54853A 1131A

54854A 1132A

54855A 1134A

* A.03.10以上のシステム・ソフトウェア・リビジョンが必要です。
† A.04.50以上のシステム・ソフトウェア・リビジョンが必要です。

• InfiniiMax 7GHz、5GHz、3.5GHz、
1.5GHzプロービング・システム

• 各InfiniiMaxプローブ・アンプは差
動／シングルエンド測定をサポート
し、コスト・パフォーマンスの高いソ
リューションを実現

• 優れたInfiniiMaxプロービング・アク
セサリにより、最大性能でのブラウジ
ング、はんだ付け、ソケット接続での
使用が可能

• プローブ・アンプとブラウザ・キット
が付属した1130A 1.5GHzモデル

Agilent InfiniiMax 1134A、1132A、
1131A、1130Aプローブ・システムは、
それぞれ7GHz、5GHz、3.5GHz、
1.5GHzの帯域幅で、次のような特長
があります：

• 新しいプローブでは仕様帯域幅全
体に対してフラットな周波数応答
を実現し、帯域内共振によりプロ
ーブに影響を与える歪みや負荷が
ありません。このプロービング・
システムを用いると、オシロスコー
プの帯域幅全体を利用でき、50Ω
伝送ラインのみの測定に限定され
ることもなく、電圧測定誤差や回
路負荷が生じるパッシブ抵抗ディ
バイダ・プローブも不要です。こ
のため、システム測定帯域幅は、
プローブを使って手動で“ブラウ
ジング”しているときでも、4.5
～6GHzです。はんだ付けプロー
ブ・ヘッドとはんだ付けソケット
を使用すると、さらに広いシステ
ム測定帯域幅が得られます。

• Agilent InfiniiMax 1130Aシリーズ
のプローブ・システムには、さま
ざまなプローブ・ヘッドやアクセ
サリが用意されており、アプリケ
ーションにあわせて最適なプロー
ビングが可能です。適切なアクセ
サリを選択すれば、プローブが届
き難い場所へのアクセスも、高密
度パッケージへの接続も簡単に行
えます。また測定頻度の高い信号
に対しては、はんだ付けソケット

を使用でき、SMAコネクタ付き
のフィクスチャへは、差動SMA
プローブ・ヘッドを使用できま
す。プローブは、人間工学的にデ
ザインされ、プローブ・ピン間の
スペース（可変スパン）を調整す
ることができます。またプロー
ブ・サイズを最小にする必要がな
い場合は、ブラウジング・スリー
ブを使用してプローブを楽に保持
することができます。差動プロー
ブのプローブ・チップは、柔軟に
動かすことができ、さまざまなプ
ロービング角度で確実にプロービ
ングできます。さらに革新的なダ
ンピング・ワイヤ・アクセサリ
は、リードのインダクタンスやキ
ャパシタンスを補正し、測定信号
の歪みを防ぐことができます。

• Agilent InfiniiMax 1130Aプロー
ブ・システムは、プローブ・ヘッ
ドおよびアクセサリの選択によっ
ては、1つのプローブ・アンプで
シングルエンド／差動測定がで
き、コストと時間が大幅に節約で
きます。さらに差動プローブ・ヘ
ッドの優れたコモン・モード・ノ
イズ除去により、測定のノイズ・
フロアを下げることができます。
Agilent 1130シリーズのプロービ
ング・システムは、優れた性能、
確度、接続性を提供します。

図3.3 InfiniiMaxは差動／シングルエンド信号を測定するための最高
性能を提供します。

InfiniiMax：世界最高の高速
オシロスコープ・プロービング・
システム

AgilentのInfiniiMaxアクティブ・
プローブ・システムは、EDNマガ
ジンの2002 Innovation of the
Year Awardを受賞しました。
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仕様

動作特性

プローブ帯域幅* 1134A：＞7GHz
1132A：＞5GHz
1131A：＞3.5GHz
1130A：＞1.5GHz

立上がり／立下がり時間（10％～90％） 1134A：60ps
1132A：86ps
1131A：100ps
1130A：233ps

システム帯域幅（－3dB） 1134Aと54855A使用時：6GHz
1132Aと54854Aを使用時：4GHz
1131Aと54853Aを使用時：2.5GHz
1131Aと54852Aを使用時：2GHz
1131Aと54846Bを使用時：2.25GHz
1130Aと54832B/D、33A/Dを使用時：1GHz

入力キャパシタンス** Cm＝0.1pF、Cmはチップ間
Cg＝0.34pF、Cgは各チップのグランドに対して
Cdiff＝0.27pF、差動モード・キャパシタンス＝Cm＋Cg/2
Cse＝0.44pF、シングルエンド・モード・キャパシタン
ス＝Cm＋Cg

入力抵抗* 差動モード抵抗＝50kΩ±1％
シングルエンド・モード抵抗＝25kΩ±1％

入力ダイナミック・レンジ ±2.5V

入力コモン・モード範囲 ±6.75V：DC～100Hz、±1.25V：＞100Hz

最大信号スルー・レート 18V/ns、シングルエンド信号のプロービング時
30V/ns、差動信号のプロービング時

DC分圧比 10：1±3％、オシロスコープでの校正前
10：1±1％、オシロスコープでの校正後

ゼロ・オフセット誤差（入力を基準） ＜30mV、オシロスコープでの校正前
＜5mV、オシロスコープでの校正後

オフセット・レンジ* ±12.0V、シングルエンド信号のプロービング時

オフセット確度 設定の＜3％、オシロスコープでの校正前
設定の＜1％、オシロスコープでの校正後

ノイズ（入力を基準） 3.0mVrms

伝搬遅延 ～6ns（この遅延は、他の信号を基準にしてスキュー補正
可能）

最大入力電圧* 30Vpeak、CAT I

ESD許容範囲 ＞8kV（100pF、300ΩHBM）

* は保証された仕様を示し、その他はすべて代表値です。
** プローブ・アンプとはんだ付け差動プローブ・ヘッドを使用して、フル帯域幅の抵抗で測定。

特性性能の例：差動はんだ付けプロ
ーブ・ヘッド

高周波アクティブ差動／シングルエンド・プローブ・システム
Agilent 1130A/31A/32A/34A InfiniiMax高性能アクティブ・プローブ・システム

108 109 1010
-12

-9

-6

-3

0

3

6

周波数（Hz）

dB

108 109 1010
-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

周波数（Hz）

dB

図3.4 周波数応答

図3.5 コモン・モード・ノイズ除去比対
周波数
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オーダ情報

プローブ・アンプ・モデル

パーツ番号 説明 数量

1134A 7GHz InfiniiMaxプローブ・アンプ（1つのプローブ・アンプにつき、1つ以上のE266xAコネクティビティ・キットを 1
オーダしてください）

1132A 5GHz InfiniiMaxプローブ・アンプ（1つのプローブ・アンプにつき、1つ以上のE266xAコネクティビティ・キットを 1
オーダしてください）

1131A 3.5GHz InfiniiMaxプローブ・アンプ（1つのプローブ・アンプにつき、1つ以上のE266xAコネクティビティ・キットを 1
オーダしてください）

1130A* 1.5GHz InfiniiMaxプローブ・アンプとE2675A**差動ブラウザが必要 1
新規に54830AシリーズInfiniiumオシロスコープを購入する場合は、オプション019をオーダしてください。

* 注記：54830シリーズ・システム・ソフトウェア・リビジョンA.03.10以上が必要です。システム・ソフトウェアをアップグレードするにはN5383Aを
オーダしてください。

** 注記：E2675Aは自動的に見積に追加されます。

コネクティビティ・キット・モデル

パーツ番号 説明 数量

E2669A 差動／シングルエンド測定用InfiniiMaxコネクティビティ・キット。1個の差動ブラウザ、4個のはんだ付け差動プローブ・ 1
ヘッド、2個のソケット差動プローブ・ヘッドが付属しています。必要なアクセサリが全て付属しています。

E2668A シングルエンド測定用InfiniiMaxコネクティビティ・キット。1個のシングルエンド・ブラウザ、1個のはんだ付け 1
プローブ・ヘッド、1個のソケット・プローブ・ヘッドが付属しています。必要なアクセサリが全て付属しています。

プローブ・ヘッド

パーツ番号 説明 数量

E2675A InfiniiMax差動ブラウザ・プローブ・ヘッドおよびアクセサリ。20個の交換可能なチップとエルゴノミック・ハンドル 1
が付属しています。交換可能なアクセサリについてはE2658Aをオーダしてください。

E2676A InfiniiMaxシングルエンド・ブラウザ・プローブ・ヘッドおよびアクセサリ。2個のグランド・カラー・アセンブリ、 1
10個の交換可能なチップ、グランド・リード・ソケットおよびエルゴノミック・ハンドルが付属しています。
交換可能なアクセサリについてはE2663Aをオーダしてください。

E2677A InfiniiMax差動はんだ付けプローブ・ヘッドおよびアクセサリ。20個のフル帯域幅ダンピング抵抗と10個の中帯域幅 1
ダンピング抵抗が付属しています。交換可能なアクセサリについてはE2670Aをオーダしてください。

E2678A InfiniiMaxシングルエンド／差動ソケット・プローブ・ヘッドおよびアクセサリ。48個のフル帯域幅ダンピング抵抗、 1
6個のダンピング・ワイヤ・アクセサリ、4個のスクエア・ピン・ソケット、ソケット・ヒートシュリンクが付属して
います。交換可能なアクセサリについてはE2671Aをオーダしてください。

E2679A InfiniiMaxシングルエンドはんだ付けプローブ・ヘッドおよびアクセサリ。16個のフル帯域幅ダンピング抵抗、8個の 1
中帯域幅ダンピング抵抗、24個の0Ωグランド抵抗が付属しています。交換可能なアクセサリについてはE2672Aを
オーダしてください。

E2695A 差動SMAプローブ・ヘッド。SMAケーブル間のスパンを変更するためのセミリジッド同軸アダプタが付属しています。 1
InfiniiMax 1130 シリーズ・プローブ・アンプで使用できます。

E2696A スペクトラム・アナライザやネットワーク・アナライザなどの測定器で使用可能な汎用6GHzプロービング・ソリューション 1

アダプタ

パーツ番号 説明 数量

N1022A 113X/115Xアクティブ・プローブを86100 Infiniium DCAと併用するためのアダプタ 1

E2697A 高インピーダンス（1MΩ）入力アダプタ（500MHzパッシブ・プローブが付属） 1

高周波アクティブ差動／シングルエンド・プローブ・システム
Agilent 1130A/31A/32A/34A InfiniiMax高性能アクティブ・プローブ・システム
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図3.8 ファインピッチIC、
SMDおよび高密度回路基
板用のAgilent 1155A

高周波アクティブ・シングルエンド・プローブ
Agilent 1155A、アクティブ・シングルエンド・プローブ

オシロスコープとの互換性 プローブ

54810A*、54815A*、54820A*、54825A* 1155A
54830B/D*、54831B/D*、54832B/D*、54833A/D*、
54835A、54845A/B、54846A/B、54852A、54853A、54854A、54855A

* 1155A用の推奨オシロスコープ

• ファインピッチIC、SMDおよび高密
度回路基板への接続が容易

• 軽量（＜1g）、小型プローブ・チップ
• 2チャネル、750MHzの帯域幅

1155A

1160A

1M

100k

10k

1k

100
10k 100k 1M 10M 100M 1G

周波数（Hz）

低コスト、優れた性能

2チャネルの1155A軽量アクティブ・
プローブは、アクティブ・プローブ
としての多くの優れた性能を発揮す
るだけでなく、プローブ・チップの
重さは1g未満です。したがって、フ
ァインピッチIC、表面実装デバイス
および高密度回路基板との接続やテ
ストに適しています。

1155Aプローブは、広帯域（750MHz）、
低入力キャパシタンス（2pF）、高抵
抗（1MΩ）です。これらの特長は、
負荷が大きいパッシブ・プローブよ
りも、低電圧信号での高速遷移時間
の測定に適しています。

このプローブにはウェッジ・プロー
ブ・アダプタが付属しており、これを
使用すると手を離した状態で0.5mm
ICをプロービングすることが可能で
す。ウェッジ・プローブ・アダプタ
により、正確で信頼性が高く、非破
壊の電気的接触が可能になります。
ショートの恐れはほとんどありませ
ん。挿入しやすく、外れてしまうこ
ともありません。詳細については、
「プロービング・アクセサリ」を参
照してください。様々なテスト・ポ
イントと接続するためのリードも用
意されています。リスト一覧は「オ
ーダ情報」を参照してください。

これらのプローブは、AutoProbeインタ
フェースに対応し、Infiniiumオシロス
コープのすべてのプローブ設定が自
動的に行われます。プローブの電源
はオシロスコープにより供給されま
す。スナップオンBNCコネクタによ
り、プローブをオシロスコープに簡
単に装着することができます。

図3.6 手を離した状態で0.5mm ICのプロービングができ
るAgilentウェッジ・プローブ・アダプタ

図3.7 入力インピーダンス対周
波数の比較、1155Aプローブ
の入力インピーダンスがより高
いことを示しています。入

力
イ
ン
ピ
ー
ダ
ン
ス（
Ω
）
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仕様

動作特性

帯域幅（－3dB） DC～≧750MHz

システム帯域幅 600MHz 54830B/D、31B/Dオシロスコープ使用時：500MHz
1.5GHz 54845A/Bオシロスコープ使用時：670MHz

立ち上がり時間＊ ≦470ps

分圧比＊ 10：1±3％

DC入力抵抗＊ 1MΩ±2％

入力キャパシタンス 2pF（代表値）

フラットネス 最初の6ns間は±10％未満、
6ns～20µsは±4％、それ以降は±1.5％

入力ダイナミック・レンジ 0～6.0V

最大入力電圧 ±40V（DC＋ピークAC）、CAT I

環境特性

温度（動作時） 0ºC～＋55ºC

湿度（動作時） 40ºCで最大相対湿度95％

* 仕様パラメータを示します。それ以外はすべて特性です。

オーダ情報

プローブおよびアクセサリ

パーツ番号 説明 数量

1155A 軽量、2チャネル・アクティブ・プローブ 1

ICクリップ：「プロービング・アクセサリ」を参照。

ウェッジ・プローブ・アダプタ：「プロービングアクセサリ」を参照。

交換用部品

パーツ番号 説明 数量

01145-61602 プローブ・チップ付きケーブル 1

16517-82104 SMTリード 赤4
黒4

16517-82105 スペーシング・グランド・アダプタ 20

16517-82106 フレキシブル・リード 20

16517-82107 ピン・プローブ・キット 4

16517-82108 SMTクリップ 20

付属アクセサリ

プロービング・ピン×4

SMTクリップ×5

フレキシブル・リード×2

スペーシング・グランド・
アダプタ×2

SMTリード、
赤×2、黒×2

BNC-プローブ・チップ・
アダプタ（E9638A）

0.5mmウェッジ・
プローブ・アダプタ×2

ユーザーズ・ガイドと1年間保証を含む。

高周波アクティブ・シングルエンド・プローブ
Agilent 1155A、アクティブ・シングルエンド・プローブ
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高周波アクティブ・シングルエンド・プローブ
Agilent 1156A/57A/58A、広帯域、アクティブ・シングルエンド・プローブ

オシロスコープとの互換性 プローブ

54810A*、54815A*、54820A*、54825A* 1156A、1157A、1158A
54830B/D*、54831B/D*、54832B/D*、54833A/D*、
54835A†、54845A/B†、54846A/B†、54852A、54853A、54854A、54855A

* 1156Aに対して推奨され、また1157A、1158Aとは互換性のあるスコープ
† 1156A、1157A、1158Aに対して推奨されるスコープ
『Optimizing Oscilloscope Measurement Accuracy on High-Performance Systems with Agilent Active
Probes、Application Note』カタログ番号5988-5021

• 様々な高速アプリケーションに最適
• 88psの立ち上がり時間（4GHzモデ
ルにおいて）

• 100kΩ、0.8pF、非共振入力インピ
ーダンス

• 5Vp-pのダイナミック・レンジ
• ±15Vのオフセット
• デバイスに対する負荷が最小に、応答
が最適となるように設計されたアクセ
サリ

• 小型でプロービングが容易

デザイン内部の速度が増すにつれ
て、オシロスコープ・プローブを接
続した場合のオーバシュート、リン
ギング、その他の外乱も増加します。
プローブは、デバイスに接続された
箇所で共振回路を形成します。この
共振が使用しているオシロスコー
プ・プローブの帯域内であれば、測
定された外乱の原因が回路あるいは
プローブのどちらかを判断すること
は困難になります。

1158A 4GHzプ ロ ー ブ を Agilent
54846A/B Infiniiumと組み合わせる
と、システム帯域幅が最大の
2.25GHzとなり、高速デバイスを正
確に評価することができます。

これらのプローブは、AutoProbeイン
タフェースに対応し、Infiniiumオシロ
スコープのすべてのプローブ設定が
自動的に行われます。プローブの電
源はオシロスコープにより供給され
ます。

信号の忠実な再現

共振を起こす入力インピーダンスま
たはフラットでない周波数応答を持
つプローブに起因する誤差がなく、
高速信号を正確に測定することが可
能になりました。1156A/57A/58Aプ
ローブでは、ダンピング抵抗がプロ
ービング対象ポイントの可能な限り
近くに配置されているため、入力イ

ンピーダンスが共振により下がるこ
とがなく、またプローブの帯域全体
に渡ってフラットな応答が実現され
ます。この結果、画面上の波形がプ
ローブ先端における波形と一致する
広帯域アクティブ・プローブが実現
しました。Agilent 1158Aは、4GHzプ
ローブの帯域幅全体に対してフラッ
トな応答性を実現します！

使い易い小型サイズ

プローブが大きくて扱いにくく、困
った経験をお持ちではないでしょう
か。プローブが大きい場合には、プ
ローブが持ちにくいだけでなく、信
号に接続することが難しいこともあ
ります。1156A/57A/58Aは小型のた
め、プローブをうまく扱うことができ、
狭い箇所にも届きます。さらに、軽
量であるため耐久性も増していま
す。Agilentのプローブは、オシロス
コープ同様、使い易さを念頭におい
ています。

図3.9 高速信号用Agilent 1156A/
57A/58Aアクティブ・プローブ

図3.10 抵抗信号ピンとグランド・ブレ
ード付きのプローブ

優れたアクセサリ

被試験デバイス（DUT）により、必要
なプロービング・アクセサリのタイ
プが決まります。もちろん、使用す
る接続のタイプによって電気的に犠
牲になる部分はあります。DUTから
の接続が長ければ、プロービング・
システムの性能は低くなります。

Agilentは、信号を最も正確に再現す
るように最適化された様々なアクセ
サリを用意しています。さらに、各
アクセサリの性能はアプリケーショ
ンに合わせて特性が調整されていま
す。ユーザが十分な情報を得た上で、
ユーザの環境で最善の測定を行うこ
とができます。優れた性能と知識に
よって、Agilentはユーザの皆様のお
手伝いをいたします。
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仕様

動作特性

帯域幅（－3dB） 1156A：＞1.5GHz、1157A：＞2.5GHz、1158A：＞4GHz

システム帯域幅 1156Aと54832B/Dまたは54835A使用時：1GHz、
1157Aと54845A/B使用時：1.5GHz、
1158Aと54846A/B使用時：2.25GHz

立ち上がりおよび立ち下がり時間 1156A：＜233ps、1157A：＜140ps、1158A：＜88ps
（10％～90％）tr＝0.35/帯域幅から算出

入力キャパシタンス 0.8pF

入力抵抗［1］ 100kΩ 1％

フラットネス、掃引応答 0.2dB：100kHz～100MHz、
0.4dB：100MHz～2.5GHz、
2.0dB：2.5GHz～4.0GHz

フラットネス、ステップ応答 15％オーバシュート：35ps入力エッジ、
10％オーバシュート：75ps入力エッジ、2％：エッジ後1ns

ダイナミック・レンジ［2］ ＞5.0Vp-p

DC分圧比［1］ 校正前：10：1±3％［4］、
校正後：10：1±1％［4］

入力を基準とするゼロ・ 校正前：＜30mV［4］、
オフセット誤差［1］ 校正後：＜5mV［4］

オフセット・レンジ［1］ ±15.0V

オフセット確度［1］ 校正前：＜設定の3％［4］、
校正後：設定の1％［4］

入力を基準とするノイズ［4］ 3.0mVrms

伝搬遅延 5.5ns

最大入力電圧 40Vpeak、CAT I［3］

ESD許容範囲 100pF、300ΩHBMから＞5kV

温度ドリフト オフセット＜1.0mV/℃、減衰（利得）：0.1％/℃

［1］保証された仕様、その他はすべて代表値。
［2］エッジ＞3nsの波形の場合、ダイナミック・レンジは＞12.0Vp-p。
［3］設置カテゴリ（過電圧カテゴリ）I：信号レベル、特殊機器、または機器、電気通信電子回路な

どのパーツで、設置カテゴリ（過電圧カテゴリ）IIより遷移過電圧が小さいもの。
［4］プローブはオシロスコープ・チャネルを基準に校正（［Probes Setup］メニューの下）。

環境特性

温度 動作時：0℃～＋55℃；
保管時：－40℃～＋70℃

湿度 動作時：＋40ºCで最大相対湿度95％（非結露）、
保管時：＋65ºCで最大相対湿度90％

図3.11 出力と入力がほぼ一致している
ことに注意してください。グラフは、25Ω
信号源によりドライブされた場合のVinと
Voutです。

図3.12 フラットな応答は、スコープ画面
上の波形が4GHzの帯域幅全体に渡って
プローブ・チップにおける波形に一致す
ることを意味します。グラフは応答
（Vout/Vin）を示します。

図3.13 Agilent E2654A EZ-Probe
ポジショナ・オプションを使用すれば、
プローブの安定かつ正確なX、Y、Z位置
決めが可能です（本書の「プロービン
グ・アクセサリ」の「EZ-Probeポジシ
ョナ」を参照してください）。

高周波アクティブ・シングルエンド・プローブ
Agilent 1156A/57A/58A、広帯域、アクティブ・シングルエンド・プローブ

周波数

周波数
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130Ω抵抗信号ピン
（オレンジ）*×12

付属アクセサリ

はんだ付け可能チップ
5cm抵抗信号リード*
×2

ソケット端5cm
抵抗信号リード*×2

ソケット端10cm
抵抗信号リード*×2

マイクロ・
クリップ×4

ブランド・ブレード・
アセンブリ*×12

はんだ付け可能SMT
グランド・ピン*×12

はんだ付け可能スルー・
ホール・グランド・ピン×12

オフセット・
グランド・ピン×12

はんだ付け可能チップ
5cmグランド・
リード×2 ソケット端5cm

グランド・リード×2

ソケット端5cm 90º
ピン・グランド・
リード×2

推奨プローブ

プローブの帯域幅は、オシロスコープの性能を完全に活用するために十分なものになるようにして
ください。推奨される構成用の下記の選択表を使用してください。

Infiniium 54800シリーズ・オシロスコープ プローブ システム帯域幅

54832B/D、54833A/D、54835A（1.0GHz） 1156A（1.5GHz） 1.0GHz

54845A/B（1.5GHz） 1157A（2.5GHz） 1.5GHz

54846A/B（2.25GHz） 1158A（4.0GHz） 2.25GHz

オーダ情報

新たに54800シリーズInfiniiumオシロスコープを購入する場合：

パーツ番号 説明 数量

オプション#012 1156A 54830B/D、31B/D、32B/D、33A/Dオシロスコープ用 1
1.5GHzアクティブ・プローブ

オプション#013 1157A 54845A/Bオシロスコープ用2.5GHzアクティブ・プローブ 1

オプション#014 1158A 54846A/Bオシロスコープ用4GHzアクティブ・プローブ 1

購入済みの54800シリーズInfiniiumオシロスコープ用：

パーツ番号 説明 数量

1156A 1.5GHzアクティブ・プローブ* 1

1157A 2.5GHzアクティブ・プローブ* 1

1158A 4GHzアクティブ・プローブ* 1

* Infiniium 54800シリーズ・オシロスコープを1156A/7A/8Aプローブと組み合わせて使用する場合
は、アプリケーション・ソフトウェアのバージョンA.04.30以上が必要です。このアップグレー
ドには、LS-120ドライブが必要です。無料Infiniiumソフトウェア・アップグレードを受けるには、
次のInfiniium Webサイトにアクセスしてください：www.agilent.co.jp/find/Infiniium_software

アクセサリ

パーツ番号 説明 数量

E2637A 精密測定キット（緑の抵抗信号ピンを備えた 1
2個のはんだ付け可能グランド・ソケットを含む）

E2638A グランド・リード（3）付きはんだ付け可能チップ 1
5cm抵抗信号リード（10）

E2639A マイクロ・クリップ 4

E2640A 抵抗信号ピン、（オレンジ） 8

E2641A グランド・ブレード・アセンブリ 8

E2654A EZ-Probe®ポジショナ 1

高周波アクティブ・シングルエンド・プローブ
Agilent 1156A/57A/58A、広帯域、アクティブ・シングルエンド・プローブ

ユーザーズ・ガイドと1年間保証を含む。

* これらのアクセサリは、フラットな伝送応
答と非共振入力インピーダンスが得られる
ように適切にダンピングされています。こ
れらの付属アクセサリを使用して、最適な
状態でお使いください。
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高周波パッシブ・プローブ
Agilent 54006A 6GHz抵抗ディバイダ・プローブ

オシロスコープとの互換性 プローブ

54810A、54815A、54820A、54825A、54830B/D、 54006A
54831B/D、54832B/D、54833A/D、54835A*、
54845A/B*、54846A/B*、54852A*、54853A*、54854A*、54855A*

* 54006A用の推奨オシロスコープ

• 低信号源インピーダンスの高周波信号
のプロービングに有効

• 10：1の500Ω抵抗ディバイダと
20：1の1kΩ抵抗ディバイダが付属

• 非常に高い周波数まで低い容量性負荷

Agilent 54006Aには、10：1の500Ω
入力抵抗、20：1の1kΩ入力抵抗の
チップが付属しており、最高6GHzの
信号をプロービングすることができ
ます。この6GHzプローブは、50Ω以
外の回路ノードに使用でき、ゲート
への入力信号を観察することができ
ます。また入力キャパシタンスは約
0.25pFと低く、広い帯域幅の信号に
対して非常に正確なタイミング測定
が行えます。

54006Aプローブは、高い抵抗負荷が
問題にならず、InfiniiMaxプロービン
グ・システムの他の機能（差動入力
やマルチプル・コネクティビティ・
オプションなど）が不要な高周波プ
ロービングに適した安価なプローブ
です。

図3.14 54006Aは高周波で最大100Ω
のインピーダンスのプロービングに適し
ています。

仕様

動作特性

帯域幅（－3dB） 6GHz

分圧比 10：1、20：1

入力抵抗 500Ω、1kΩ

入力キャパシタンス 0.25pF

最大DC電圧 20V

長さ 0.9m

オーダ情報

パーツ番号 説明 数量

54006A* 6GHz抵抗ディバイダ・プローブ 1
54006A 1GHz抵抗ディバイダ・プローブには以下が
付属します：
1個の10：1、500Ωプローブ本体、6個の450Ω抵抗、
1個の20：1、1kΩプローブ本体、6個の950Ω抵抗、
1本の91cm、50Ω同軸ケーブル、SMA（オス-オス）
1個のブロッキング・キャップ、
10GHz～26GHz APC - 3.5（オス-メス）

* オシロスコープのBNC入力と接続するには、E2695A SMA-BNCアダプタが必要です。
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差動プローブ

差動プローブは、2つの入力（1つは
正、もう1つは負）および別のグラン
ド・リードを持つアクティブ・プロ
ーブです。このプローブは、アー
ス・グランドではなく互いを基準と
する信号の確認や、大きなDCオフ
セットやノイズなど他のコモン・モ
ード信号が存在する状態での微小信
号の確認などに使用します。プロー
ブ内の差動増幅器により2つの入力

図4.1 狭帯域差動信号プロービング用
のAgilent 1153A

図4.2 Agilent 1130A InfiniiMax差動
プローブ

モデル プローブ・タイプ アプリケーションおよび用途 ページ

1153A アクティブ差動 狭帯域差動信号の測定 20

1131A/32A/34A アクティブ差動／シングルエンド 最高7GHzの差動／シングルエンド信号の測定 10

1130A アクティブ差動 最高1.5GHzの差動信号の汎用トラブルシューティングに最適 10

差動プローブの利点 制約

DCまたは他のコモン・モード信号が存在する状態で 汎用プローブより高価、2つのパッシブ・プローブを使用する場合に
小信号を表示可能 比べてダイナミック・レンジが小さい

1153Aは温度ドリフトが小さく、低電圧および高電圧差動信号の 帯域幅が200MHz
両方をプロービング

1130A/31A/32A/34Aは最高7GHzのシングルエンド／差動信号を ダイナミック・レンジが狭く、最大入力電圧が低い
プロービング

に共通する信号が除去され、DCまた
はコモン・モード信号が取り除かれ
て対象の信号が残ります。コモン・
モード・ノイズ除去比（CMRR）は、
各入力に共通する信号をプローブが
どの程度効果的に除去するかを示し
ます。差動信号のCMRRは、2つのパ
ッシブ・プローブを使用して演算機
能により信号同士の差をとる場合に
比べてはるかに高くなります。

差動プローブは、RF通信用IC、半導体
特性評価（RAM-BUS、DDR、DRAM、
AGP）、バッテリ駆動機器（携帯電話、
ラップトップ・コンピュータなど）、
ディスク・ドライブの読み込み／書
き込みチャネル信号、電源の設計と
検証、モータ速度制御、電子ハイパ
ワー・コンバータ、および信号がグラ
ンドに対して"フローティング"のア
プリケーションに使用します。
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狭帯域信号の信頼性の高いプロービ
ング

Agilent 1153Aは、200MHzの帯域幅
と1MHzで3000：1のCMRR（コモ
ン・モード除去比）を持つ1：1 FET
差動プローブです。10：1と100：1
の2つのアッテネータがあり、入力
のダイナミック・レンジを＋30Vま
で拡大できます。このプローブの入
力抵抗は1MΩで、入力キャパシタン
スは7pFと低く、回路の負荷を最小
限に抑えます。

入力結合モードには、DC、オフセッ
ト可変DCおよび低周波（LF）除去が
あります。このプローブには、入力
DC電圧レベルによってLF除去が使
用できない場合のために、AC結合ア
ダプタも付属しています。LF除去は
AC結合と同様、低周波CMRRを劣化
させることなく信号のDC成分をブロ
ックします。低周波CMRRの劣化は、
AC結合を行うためにブロッキング・
キャパシタを使用した場合に生じま
す。プローブのデュアルパス増幅器
は、ドリフトを50µV DC/ºC未満に抑
えることにより優れたDC安定度を実
現する設計になっています。

オシロスコープとの互換性（推奨プローブ） プローブ

54810A、54815A、54820A、54825A 1153A
54830B/D、54831B/D、54832B/D、54833A/D、
54835A、54845A/B、54846A/B

アクティブ差動電圧プローブ
Agilent 1153A、狭帯域、アクティブ差動電圧

• 非常に大きなコモン・モード信号が存在
する状態で狭帯域差動信号を表示可能

• DC～200MHzの帯域幅
• ±300mV（DC＋ピークAC）～
±30Vの入力

• 1MHzで3000：1のCMRR
• 入力結合：DCオフセット、低周波除
去、AC結合

• 低DC温度ドリフト

図4.3 200MHz帯域幅を持つAgilent 1153A 1：1 FET差動プローブ

1153Aは、信頼性を高めるために過
電圧保護回路を採用しています。過
電圧保護回路は、静電気放電やその
他の過電圧による損傷からプローブ
を守ります。また、重要なパーツに
は衝撃が伝わらないよう、特別の注
意が払われています。

このプローブは、AutoProbeインタフ
ェースに対応し、適切な電力、結合
モード、50Ωインピーダンスおよび
オフセット・レンジを自動的に設定
します。また、スナップオンBNCコ
ネクタにより、プローブをスコープ
に簡単に装着することができます。
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仕様

動作特性

帯域幅（－3dB） DC～200MHz［1］

立ち上がり時間 1.75ns、tr＝（0.35/帯域幅）から算出

DC利得確度* 2％（50±0.1Ω負荷を使用）

DCアッテネータ確度 2％

リニア差動入力レンジ ±0.3V（1：1）、±3.0V（10：1）、±30V（100：1）

DCオフセット ±18V（1：1）、±180V（10：1）、±500V（100：1）

コモン・モード動作レンジ DC：±18V（1：1）、±180V（10：1）、±500V（100：1）
DC～30Hz：30Hzの値まで直線的に減少
30Hz～200MHz：±0.5V（1：1）、±5V（10：1）、±50V（100：1）
（電圧はピーク電圧）

最大許容入力電圧* 200V（DC＋ピークAC）CAT I、1：1
500V（DC＋ピークAC）CAT I、アッテネータをコモン
または差動モードで使用時

入力結合 DC、LF除去、AC
AC結合は、プローブに装着したアダプタを介して行われ
ます。LF除去応答（－3dB）は、アッテネータと無関係に
1.7Hz（LFR1）または0.14 Hz（LFR2）が選択可能です。

CMRR* 次のページのグラフを参照

AC結合 15Hz（1：1）、1.5Hz（10：1）
低周波応答（－3dB）、AC結合アダプタ、入力1.5Hz（100：1）、
入力結合をDCに設定

DC熱ドリフト ≦50µV DC/ºC

入力RC 1：1 R：1MΩ C：7pF
10：1 R：9MΩ C：3.5pF
100：1 R：10MΩ C：2.0pF

出力終端インピーダンス 50Ω

安全性 IEC 1010-2-31に適合

環境特性

温度 動作時：0ºC～＋55ºC；
保管時：－40ºC～＋70ºC

湿度 動作時：40ºCで相対湿度95％
保管時：＋65ºCで相対湿度90％

高度 動作時：最高4,600m
保管時：最高15,300m

* は仕様パラメータを表します。それ以外はすべて特性です。
［1］100MHzを超える場合は最大の信号忠実度を得るために、50Ω終端へのプローブ出力を

≦300mVp-pに制限してください。

アクティブ差動電圧プローブ
Agilent 1153A、狭帯域、アクティブ差動電圧
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オーダ情報

プローブおよびアクセサリ

パーツ番号 説明 数量

1153A 200MHz差動プローブ 1

5959-9335 ロング（14cm）テスト・リード 5

ICクリップ：「プロービング・アクセサリ」を参照。

差動プローブ×1

10：1
アッテネータ・
アダプタ×1

100：1
アッテネータ・
アダプタ×1

AC結合
アダプタ×1

5cm延長リード・
パッケージ（5）×1

ミニ・クリップ×20

13cm
グランド・
リード×1

シールド
付き信号
リード×1

テスト・ボード1個、フラットブレード調整ツー
ル、ストリップ状の20個の回路接続ポスト、ユ
ーザーズ・ガイド、1年間保証が含まれます。

アクティブ差動電圧プローブ
Agilent 1153A、狭帯域、アクティブ差動電圧

10000:1
5000:1

2000:1

1000:1

100:1

10:1

3:1

1:1
10 Hz 100 Hz 1 kHz 10 kHz 100 kHz 1 MHz 10 MHz 100 MHz

DC/Lf除去 
代表値:

DC/Lf除去 
最小値:

10:1アッテネータ 

100:1アッテネータ 

ACカプラ 

図4.4 低周波除去を使用し、低周波CMRRを劣化させないでブロックし
た信号のDC成分

付属プローブ部品
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電流プローブ

電流プローブは、導体を流れる電流
を検知して、これをオシロスコープ
上で表示、測定できる電圧に変換し
ます。オシロスコープ用のプローブ
には2つのタイプがあり、AC電流プ
ローブ（通常はパッシブ・プローブ）
とAC/DC電流プローブ（通常はアク
ティブ・プローブ）です。どちらの
タイプも、導体の電流の検知にトラ
ンスの相互誘導作用の原理を用いて
います。導体を流れる交流電流の振
幅と方向にしたがって磁界の大きさ
が上下します。AC電流プローブのヘ
ッドは実際にはコイルで、磁界中に
置かれるとこのコイルの両端に電圧
が発生します。AC/DC電流プローブ
は、DCと低周波ACを検知するホー
ル効果素子も内蔵しています。DCで
は変化する磁界が発生しないため、
トランスの相互誘導作用により検知
することができないからです。また、
DCに非常に近い周波数でも、トラン
スの相互誘導作用により測定可能な
速度では磁界が変化しません。

図5.2 Agilent 1147A汎用
AC/DC電流プローブ

モデル プローブ・タイプ アプリケーションおよび用途 ページ

1146A AC/DC電流 DCおよびAC電流を同時に測定可能。ライン・タイプの電力測定に有効 24

1147A AC/DC電流 DCおよびAC電流を同時に測定可能。PWM/スイッチング・パワー測定 26
に有効

電流プローブの利点 制約

1146A低コストモデルは、回路を切断することなく 帯域幅は100kHz
100ArmsまでのACおよびDC電流を測定可能

1147Aは回路を切断することなく50MHzまでのACおよび 定格電流は15A
DC電流を測定可能

図5.1 Agilent 1146A低コスト
AC/DC電流プローブ



24

予算内で妥協なく

低コスト1146Aプローブは産業、自
動車および電力業界におけるオシロ
スコープのアプリケーションを広げ
る製品で、歪んだ電流波形と高調波
の解析と測定に適しています。100mA
～100Arms、DC～100kHzの電流の表
示と測定がホール効果素子を使用し
て行われ、回路への電気的な接続は
不要です。

このプローブは位相シフトが小さい
ため電力品質の測定に適していると
同時に、感度が高いため低電圧信号
の測定用の優れたツールとなりま
す。真の実効値（RMS）測定の場合、
1146Aを使用すれば全電流に比例し
たDCおよびAC出力信号を測定でき
ます。バッテリ・レベル・インジケ
ータと過負荷インジケータにより、
正しい読み取り値が得られます。

オシロスコープとの互換性（推奨プローブ） プローブ

54810A*、54815A*、54820A*、54825A*、 1146A
54830B/D*、54831B/D*、54832B/D*、54833A/D*、
54835A*、54845A/B*、54846A/B*、
54852A†、54853A†、54854A†、54855A†

* 1146A用の推奨オシロスコープ
† 1146Aと互換性のあるオシロスコープ、E2697A 1MΩ入力アダプタが必要

電流プローブ
Agilent 1146A AC/DC電流

• 低コスト・ソリューション
• AC/DC電流を同時に測定
• 正確な電流測定：100mA～
100Arms、DC～100kHz

• 負荷インピーダンス＞1MΩ/100pF

図5.3 Agilent 1146A 100mA～100Arms、
DC～100kHzプローブ

クランプ機構は細長くなっているた
め、込み入った多数のケーブルや回
路基板でも容易にプロービングを行
うことができます。このプローブは、
絶縁されたBNC付きの2mの同軸ケー
ブルを使用してオシロスコープと直
接接続できます。

プローブ電源はバッテリにより供給
されます。したがって、外部増幅器
も電源も必要ありません。
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仕様

動作特性

電流レンジ* 100mV/A：100mA～10Apeak
10mV/A：1～100Apeak

出力信号 最大1000mVpeak

AC電流確度* レンジ 確度
（校正後1年間） 100mV/A（50mA～10Apeak） 表示値の3％±50mA
（測定前にプローブをゼロ調整） 10mV/A（500mA～40Apeak） 表示値の4％±50mA

10mV/A（40A～100Apeak） 100Aで最大15％

位相シフト［1］ 10mV/AレンジにおいてDC～65Hzで＜1°

100mV/Aレンジにおいて＜1.5°

周波数レンジ* DC～100kHz（電流ディレーティング時－3dB）

ノイズ レンジ10mV/A：480µV
レンジ100mV/A：3mV

スルー・レート レンジ10mV/A：20mV/µs
レンジ100mV/A：0.3V/µs

負荷インピーダンス ＞1MΩ/100pF

挿入インピーダンス（50/60Hz） 0.01Ω

立ち上がり／立ち下がり時間 レンジ100mV/A：30µs：レンジ10mV/A：4µs

動作電圧 最大600Vrms

コモン・モード電圧 最大600Vrms

隣接導体の影響 ＜0.2mA/A AC

ジョー内の位置の影響 1kHzで表示値の0.5％

バッテリ 9Vアルカリ（NEDA 1604A、IEC 6LR61）

ロー・バッテリ表示 ≧6.5Vの場合緑のLED

過負荷表示 赤のLEDにより、入力が選択したレンジを超えていること
を表示

消費電流（代表値） 8.6mA

バッテリ寿命 55時間（代表値）

* アスタリスクでマークされている特性は仕様性能です。他は代表値です。
［1］基準条件：23ºC±5ºC、相対湿度20～75％、DC～1kHz、プローブのゼロ調整済み、ウォームア

ップ1分間、バッテリ9V＋0.1V、外部磁界＜40A/m、DC成分なし、電流の流れている外部導体
なし、負荷1MΩ/100pF、導体はジョーの中央。

オーダ情報

パーツ番号 説明 数量

1146A AC/DCオシロスコープ電流プローブ 1

電流プローブ
Agilent 1146A AC/DC電流
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回路を切断しない正確な電流測定

1147Aは広帯域（DC～50MHz）電流プ
ローブです。このプローブは、DC～
50MHz帯域幅全体にわたってフラット
な周波数応答、低ノイズ（＜2.5mArms）
および低回路挿入損失を特長として
おり、ラボおよびベンチ環境におけ
る汎用高周波電流のプロービングに
適しています。モータ・ドライブ、ス
イッチング電源、インバータ、コン
トローラ、ディスク・ドライブ、LCD
ディスプレイ、誘導性負荷をドライ
ブする電流増幅器の定常電流または
過渡電流の測定にお使いください。

このプローブでは、DC電流検知用
のホール効果デバイスとAC電流測
定用のトランスを組み合わせて用い
ており、回路への電気的な接続が不
要です。コアは開閉式の構造になっ
ており、最大で直径5mmまでの導体
を容易に挟んだり、外したりできます。

消磁機能を使用すれば、電源のオ
ン／オフ切り換えまたは過剰な入力
により生じた残留磁気を除去できま
す。さらに、プローブの電圧オフセ
ットや温度ドリフトも、ゼロ調整ダ
イヤルを使用して容易に補正できま
す。

1147Aは、AutoProbeインタフェース
に対応し、Infiniiumオシロスコープ
のすべてのプローブ設定が自動的に
行われます。プローブの電源はオシ
ロスコープから供給されるため、外
部増幅器も電源も必要ありません。
また、スナップオンBNCコネクタに
より、プローブをスコープに簡単に
装着することができます。

オシロスコープとの互換性（推奨プローブ） プローブ

54810A*、54815A*、54820A*、54825A*、 1147A
54830B/D、54831B/D、54832B/D、54833A/D、
54835A*、54845A/B*、54846A/B*

* バージョン4.00以上のシステム・ソフトウェアが必要です。
54852A/53A/54A/55Aの場合は、N2774A 50MHz電流プローブとN2775A電源をオーダしてください。

電流プローブ
Agilent 1147A 広帯域AC/DC電流

• 汎用、高周波電流プロービング
• AC、DC電流を同時に測定可能
• DC～50MHzの帯域幅
• 15A連続、50Apeak DC、ACパル
ス電流

-10
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-40
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-60
1 100 10k 1M 100M

周波数(Hz)

振
幅

(0
db

 =
IV

)

図5.5 Agilent 1147A 15A定格電流、
50Aピーク電流

図5.6 広帯域電流プロービング用の1147Aの確度を示す周波数
応答チャート
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仕様

動作特性

帯域幅（－3dB） DC～50MHz

立ち上がり時間 7ns以下

定格電流 15Apeak（AC＋DC）

最大ピーク電流 30Apeak（非連続時）、50Apeak（≦10µsのパルス幅で）

出力電圧比 0.1V/A

振幅確度 ±読み値の0.5％±1mV（DCおよび45～66Hz、定格電流）

ノイズ 2.5mArmsと等価またはそれ以下（20MHz帯域幅測定器の
場合）

外部磁界の影響 最大20mAと等価（DC～60Hz、400A/mの
磁界内）

最大定格電力 3VA（定格電流時）

測定可能導体径 直径5mm

ケーブル長 センサ・ケーブル：約1.5m

注記：上記の仕様は23℃±3℃において保証されています。

環境特性

感度の温度係数 ±2％以下（0℃～40℃の範囲内）

オーダ情報

パーツ番号 説明 数量

1147A 50MHz電流プローブ 1

N2774A 50MHz電流プローブ。1147Aと同様に、標準BNCオシロスコープ 1
との接続のみ。54852A/53A/54A/55Aモデルで使用する場合は、
E2697Aハイ・インピーダンス・アダプタを併用してください

N2775A N2774A用プローブ電源 1

電流プローブ
Agilent 1147A 広帯域AC/DC電流
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高電圧プローブ

高電圧プローブは、汎用10：1パッ
シブ・プローブで安全に扱える電圧
より高い電圧の場合に使用します。
例えば、ほとんどのInfiniiumモデル
に付属している116XA汎用パッシ
ブ・プローブの最大電圧は、300V
（DC＋peak AC）です。Agilentの高電
圧プローブの最大定格は15,000Vで
す。

図6.1 Agilent 10076A、
100：1、高電圧プローブ

図6.2 Agilent N2771A、
1000：1、高電圧プローブ

モデル プローブ・タイプ アプリケーションおよび用途 ページ

10076A 高電圧 300Vを超える電圧の測定 29

N2771A 高電圧 300Vを超える電圧の測定 30

高電圧プローブの利点 制約

15 kVまでの電圧を安全に測定 帯域幅が限定される

10076Aは小型、低コスト 測定は4kVまで

N2771Aは15kVまでの測定が可能 大型
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10076Aは、高速の高電圧信号を捕捉
するために必要な機能を備えていま
す。小型であるため、現在の小型パワ
ー・エレクトロニクス・コンポーネ
ントを容易にプロービングすること
ができます。頑丈な構造なので手荒
く扱っても壊れることがありません。

オシロスコープとの互換性（推奨プローブ） プローブ

54810A、54815A、54820A、54825A、 10076A
54830B/D、54831B/D、54832B/D、54833A/D、
54835A、54845A/B、54846A/B、
54852A*、54853A*、54854A*、54855A*

* これらのモデルで使用する場合は、E2697Aハイ・インピーダンス・アダプタと併用してください。

高電圧パッシブ・プローブ
Agilent 10076A（100：1）

• 4kVpeakまでの電圧を測定
• 250MHzの帯域幅

図6.3 小型パワー・エレクトロニクス・
コンポーネントのプロービング用の
Agilent 10076Aの小型設計と長いケ
ーブル
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図6.4 10076Aプローブの帯域幅特性を
示すディレーティング曲線

仕様

動作特性

帯域幅（－3dB） 250MHz

立ち上がり時間（算出値） ＜1.4ns

分圧比 100：1

入力抵抗 66.7MΩ（1MΩ終端時）

入力キャパシタンス 約3pF

最大入力 4,000Vpeak

補償範囲 6～20pF

プローブ読み取り 可能

ケーブル長 1.8m

オーダ情報

プローブおよびアクセサリ

パーツ番号 説明 数量

10076A 高電圧プローブには、引き込み式フック・チップ1個、 1
グランド差し込みピン1個、ICプロービング・チップ1個、
ワニ口グランド・リード1個、補償ドライバ1個が付属して
います。
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仕様

動作特性

帯域幅（－3dB） 50MHz

立ち上がり時間（計算値） ＜7ns

分圧比 1000：1

入力抵抗 100MΩ（1MΩで終端時）

入力キャパシタンス 1pF

補償範囲 7～25pF

最大電圧 15kV DC、10kVrms、30kV DC＋ピークAC

寸法 2cm（ハンドルより先のプローブ・ステムの最大幅）×33cm、
7.5cm（プローブ・ハンドルの最大プローブ幅）×33cm

オーダ情報

プローブおよびアクセサリ

パーツ番号 説明 数量

N2771A 高電圧プローブには、ワニ口グランド・リード1個、 1
シャープ・プローブ・チップ1個、フック・プローブ・チップ1個
が付属しています。

非常に高い電圧の安全かつ正確な測
定には、モデルN2771Aプローブを
ご使用ください。代表的なアプリケ
ーションには、PMT、モータ・ドラ
イバ・高電圧スイッチ、マグネトロ
ン、最新のプロジェクション・シス
テムなどがあります。このプローブ

オシロスコープとの互換性（推奨プローブ） プローブ

54810A、54815A、54820A、54825A、 N2771A
54830B/D、54831B/D、54832B/D、54833A/D、
54835A、54845A/B、54846A/B、
54852A*、54853A*、54854A*、54855A*

* これらのモデルで使用する場合は、E2697Aハイ・インピーダンス・アダプタと併用してください。

高電圧パッシブ・プローブ
Agilent N2771A（1000：1）

• 最大で30kV DC＋ピークAC、
10kVrmsの電圧を測定

• 50MHzの帯域幅
• 優れた保護と安全性

図6.5 最大で30kV DC＋ピーク
AC、10 kVrmsまでの電圧測定
用のAgilent N2771A
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図6.6 N2771Aプローブの帯域幅特性
を示すディレーティング曲線

は大型で丈夫な構造になっているた
め安全保護に優れています。グラン
ド・リードはプローブの本体を貫通
し安全バリアの後ろに突き出ている
ため、グランド接続と高電圧側の距
離が大きくなっています。
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ミックスド・シグナル・オシロスコープ用ロジック・プローブ・キット

• 高性能Agilentロジック・アナライザ
と同じケーブルを使用

• 柔軟で便利なフライング・リードを
装備

• 表面実装コンポーネント用にツイン・
フック付きICクリップを提供

高い有用性、優れた性能のMSO
プローブ

Agilent 54830D/31D/32D/33Dミック
スド・シグナル・オシロスコープ用
のロジック・プローブは、Agilentの
高性能ロジック・アナライザで使用
されているものと同じです。したが
って、性能に優れ、有用性が高く、
しかも多様なロジック・プロービン
グ・アクセサリを利用することがで
きます。

フライング・リードを装備した
54826-68701 16チャネル・ロジッ
ク・プローブ・キットを使用する
と、被測定デバイスの7つの異なる
場所にプローブを接続することがで
きます。プローブ・リード・セット
全体を、コモン・グランドを介して
アース接続することができます。こ
の場合、必要となる接続は1つだけ
ですが、遷移時間の速いシステムで
は信号の忠実度が劣化する恐れがあ
ります。対策として、ロジック・プ
ローブ・リードをそれぞれ個別にア
ース接続することを推奨します。こ
の方法によって最適な信号忠実度が
得られるので、この方法は遷移時間
の速い（4～5ns未満の）信号には不可
欠です。このプローブ・キットは、
54830D、54831D、54832D、54833D
Infiniiumミックスド・シグナル・オ
シロスコープに標準付属していま
す。

オシロスコープとの互換性 プローブ

54830D、54831D、54832D、54833D 54826-68701

オーダ情報

パーツ番号 説明 数量

54826-68701 54830シリーズMSD用ロジック・プローブ・キット 1

付属キット・パーツ
16チャネル・プローブ・リード・セット  . . . . . . . . .1

グランド・リード  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

SMT ICクリップ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

外部ディジタル・ケーブル  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

外部ディジタル・ケーブル
（パーツ番号54826-61605）

SMT ICクリップ
（パーツ番号5090-4833）

5個の短いグランド・リード
（パーツ番号5959-9334）

16チャネル・プローブ・リード・セット
（パーツ番号54838-61608）
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Agilent E5396Aハーフサイズ・ソフト・タッチ・コネクタレス・ロジック・プローブ

オシロスコープとの互換性 プローブ

54830D、54831D、54832D、54833D E5396A

オーダ情報

パーツ番号 説明 数量

E5396A ハーフサイズ・ソフト・タッチ・コネクタレス・プローブ 1

• 17チャネル、シングルエンド・クロ
ック／データ

• ＜0.7pFの等価負荷容量
• ＞2.5Gb/sのデータ・レート（最大レ
ートは使用するアナライザに依存）

• 500mVp-pの最小信号振幅

E5396Aハーフサイズ・ソフト・タッ
チ・コネクタレス・プローブを用い
ると、コネクタを使用せずに、ター
ゲット・システムに信頼性の高い接
続が可能です。このプローブのフッ
トプリントは業界最小で、スペース
の狭いデザインでの使用に最適で
す。Agilentのソフト・タッチ・コネ
クタレス・テクノロジーは、プロー
ビングのための特別なプレートや準
備は必要ありません。この信頼性の
高いテクノロジーにより、長期間に
わたって確実なプロービングを行う
ことができます。このプローブは40
ピン・ケーブル・コネクタ付きのす
べてのAgilentロジック・アナライザ
またはAgilent Infiniium 54830シリー
ズ・ミックスド・シグナル・オシロ
スコープで使用することができま
す。

図8.1 E5396A
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プロービング・アクセサリ
ウェッジ・アダプタ

Agilentウェッジ・プローブ・アダ
プタ

• 0.5mm/0.65mmTQFPおよび
PQFPデバイスへの接続

• 脱落、隣接レグとのショート、信号品
質の劣化なし

• 基板がアクティブなまま挿入可能
• 3、8、16信号用

Agilentウェッジ・プローブ・アダプ
タを使用すれば、ファインピッチ
TQFP/PQFP表面実装ICとの信頼性の
高い接続が可能です。押し縮めるこ
とが可能な2個の導体を隣り合った
ICピンの間のスペースに挿入する
と、各ピンのサイズと形状に一致し
て確実な接点が得られます。ICの1つ
のピンに対して接続ポイントが2つ
あるため物理的接続に冗長性があ
り、またプローブ・アダプタの電気
的な長さが短いことにより、電気的
接続の信頼性が大幅に高くなってい
ます。ウェッジ・アダプタはIC本体
に直接固定する必要がなく、また
（クリップと違い）前もって延ばす必
要がないため、基板がアクティブな
状態で挿入することができます。

ウェッジ・アダプタを挿入すると、
容易にオシロスコープとの接続を行
うことができます。ウェッジ・アダ
プタは、軽量プローブの1155A、
117XAファミリおよび116XAパッシ
ブ・プローブ・ファミリに付属して
いるデュアルリード・アダプタと直
接接続できます。

ウェッジ・プローブ・アダプタと
Infiniiumオシロスコープの詳細につ
いては、本書の最後にある「関連カ
タログ」を参照してください。

図9.1 TQFPおよびPQFPデバイスへの
確実な接続が可能なAgilentウェッジ・
プローブ・アダプタ

仕様

動作特性

動作電圧 ＜40V（DC＋ピークAC）

動作電流 最大0.5A

接点間のキャパシタンス 2pF（代表値）、1MHzで4.3pF（Agilent E2643/44A）

自己インダクタンス 15nH（代表値）、1MHzで37nH（Agilent E2643A/44A）

接触抵抗 ＜0.1Ω

オーダ情報

パーツ番号 説明 数量

E2613A ICピン・スペーシング：0.5mm、3信号 1

E2613B ICピン・スペーシング：0.5mm、3信号 2

E2614A ICピン・スペーシング：0.5mm、8信号 1

E2615A ICピン・スペーシング：0.65mm、3信号 1

E2615B ICピン・スペーシング：0.65mm、3信号 2

E2616A ICピン・スペーシング：0.65mm、8信号 1

E2643A ICピン・スペーシング：0.5mm、16信号 1

E2644A ICピン・スペーシング：0.65mm、16信号 1
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図9.3 PCボード・ミニプローブ・ソケ
ットの水平および垂直バージョンにより
ターゲット基板への取り付けが容易にな
ります。

0.5mm ICクリップ

• 超小型
• 薄型のため、多数のクリップを横に
並べて取り付け可能

• リード・ピッチが0.5～0.8mmの
PQFPおよびSOIC SMTパッケージ
に接続可能

0.5mm ICクリップは、1155A、117XA
ファミリ軽量プローブおよび116XA
ファミリ・パッシブ・プローブに付
属しているデュアルリード・アダプ
タに直接接続できます。最大入力電
圧は、＋40Vです。

図9.2 PQFPおよびSOIC SMTパッケ
ージ・プロービング用の超小型クリップ

仕様

動作特性

長さ 31.75mm

チップ直径 0.75mm

ピン直径 0.75mm

オーダ情報

パーツ番号 説明 数量

10467-68701 0.5mm ICクリップ 4

プロービング・アクセサリ
0.5mm ICクリップ、PCボード・ミニプローブ・ソケット

PCボード・ミニプローブ・ソケット

• スルーホール・デバイスを手を離し
た状態でプロービング可能

• 116XAファミリ・プローブと互換

PCボード・ミニプローブ・ソケット
を使用すると、プローブ・チップと
被測定回路間で信頼性の高い接続を
簡単に行えます。

オーダ情報

パーツ番号 説明 数量

N2765A 水平ミニプローブ・ソケット 5

N2766A 水平ミニプローブ・ソケット 25

N2767A 垂直ミニプローブ・ソケット 5

N2768A 垂直ミニプローブ・ソケット 25
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EZ-Probeポジショナ

• 安定したX、Y、Z位置決め
• 3Dジョイスティック、3：1の動作縮
小機能

• すべてのAgilentハンドへルド・プロ
ーブと互換

画期的なEZ-Probeポジショナを使用
すれば、1つの連続した動作で安定
した正確なX、Y、Z位置決めを行う
ことができます。独自の3Dジョイス
ティックは、3：1の動作縮小機能と、
1つのクラッチとアームを持ち、カ
ードケージからMCMまでどんなも
のでも、簡単で精密な位置決めを行
うことができます。また、どのよう
な電流ハンドへルド・プローブにも
容易に取り付けられるため、簡単に
電流プロービング環境を構成するこ
とができます。

図9.4 アームにより様々なアプリケーショ
ンでの位置決めが可能です。

仕様

動作特性

バキューム・ベース・エリア 82.3×53.3mm

質量 1.2kg

ジョイスティックX-Y-Z移動距離 17×17×13mm

アーム調整距離 100～220mm

アーム調整高さ 0～300mm

アーム掃引角度 ＋90°

プローブ回転範囲 無限

注記：正しく動作するためには、EZ-Probeポジションのバキューム・ベースには最大で－15.75イ
ンチHgまでの真空が必要です。Cascade Microtech社が真空ポンプと他の多数のEZ-Probeアクセサ
リを用意しています。

オーダ情報

パーツ番号 説明 数量

E2654A EZ-Probeポジショナには、ベース、ジョイスティック、 1
連結アームが付属しています。

プロービング・アクセサリ
EZ-Probeポジショナ®



36

オシロ・ロジアナ・リンク

• デザインのアナログ部分とデジタル
部分の正しいロジック関係を検証

• オシロスコープ／ロジック・アナライ
ザのクロストリガおよび時間相関測定

• オシロスコープおよびロジック・ア
ナライザの波形の同時表示（現状は
16700シリーズのロジック・アナラ
イザのみ）

難しい測定問題の中に、オシロスコ
ープのアナログ測定とロジック・ア
ナライザのデジタル測定の関連付け
があります。一般的に、ロジック・
アナライザからオシロスコープをト
リガして測定されますが、手動でイ
ベントを相関させたのでは時間がか
かり過ぎます。

E5850Aオシロ・ロジアナ・リンクを
使用すれば、Agilent 16700、16900ま
たは1680/90シリーズ・ロジック・ア
ナライザとAgilent Infiniiumオシロス
コープ間のクロスドメイン測定が簡
単に行えます。同画面での波形表示
（16700シリーズのみ）、グローバル・
マーカの共有、自動デスキュー、ト
リガ・ソースの自由な選択、そして
ロジアナとオシロの単独使用、これ
までのオシロ・モジュールでは不可
能だった使いやすさが実現できま
す。もちろんオシロ・ロジアナ共に
トリガ・ソースとして利用できま
す。E5850AはAgilent 167XX/169XX
ロジック解析システム（1655X/167XX
解析モジュール付き）、1680/90ロジ
ック・アナライザ、Agilent Infiniium
548XXオシロスコープで使用できま
す。

図10.1 Agilent E5850Aオシロ・ロジアナ・リンクがアナログおよびデジ
タル領域の橋渡しを行い、問題をより速く特定します。

オーダ情報

パーツ番号 説明 数量

E5850A オシロ・ロジアナ・リンク 1
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USB2.0コンプライアンス・テスト・ソリューション

• ワン･ボックス・ソリューション
• より速く、信頼性の高いテスト
• 他のソリューションより低コスト

USB2 . 0コンプライアンス・
テストが簡単に！
USBテスト・オプションは、面倒な
USBコンプライアンス・テスト作業
を、オシロスコープで波形を捕捉す
るだけの「シンプルな」タスクにし
ます。Infiniium USBテスト・オプシ
ョンのソリューションは、オシロス
コープの波形をPCへ転送する｢手間｣
を省く事で、テストの作業時間を大
幅に短縮しました。USBテストオプ
ションは、MATLAB®実行環境と
USB-IF作成のUSB解析用Matlabスク
リプトを搭載する、「ワンボックス」
ソリューションなのです。

Infiniium USBテスト・オプションに
より、USBのコンプライアンステス
トは真の「シンプルさ」を手に入れ
ました。

下記の機能により測定がシンプル
に！
● MATLAB®実行環境とUSBテスト
用Matlabスクリプトをオシロスコ
ープ内に搭載する事で、PCへのデ
ータ転送とデータ加工、解析の手
間を省きました。

● 各テスト用のセットアップファイ
ルを使用することで、オシロのセ
ットアップ時間を省きました。

● マーカが自動的に解析に必要なデ
ータ範囲を囲みます（手動による
微調整も可能）。

● Pass/Fail解析の結果を即時にオシ
ロ画面に表示。結果をワンボタン
でフロッピーに落とす事も出来ます。

●「ワンボックス」のソリューショ
ンのため、テストコスト削減と時
間短縮に役立ち、テストの効率と
信頼性が大幅に向上します。

USB‐IFコンプライアンス・プログ
ラム公認
USB-IFのコンプライアンス・プログ
ラムはInfiniium 54846A/Bオシロスコ
ープをコンプライアンス・テスト認
証用オシロスコープと認定していま
す。また、コンプライアンステス
ト・ワークショップ（通称プラグフ
ェスト・認証試験場）でもInfiniiumオ
シロスコープが使用されています。
USBテスト・オプションに使用され
ているMatlabスクリプトはUSB‐IF
自身が作成していますので、安心か
つ信頼できます。

USB-IFコンプライアンス・プログラ
ムとテスト・プロシージャの詳細に
関しては、http://www/usb.org/devel-
opers/compliance/docsを参照してくだ
さい。

USBテスト オシロスコープ

USB2.0 54815A、54825A、54831B/D、54832B/D、54833A/D、54835A、
Low/Fullスピード 54845A/B、54846A/B、54852A、54853A、54854A、54855A

USB2.0 54846A/B、54852A、54853A、54854A、54855A
Highスピード

Agilent InfiniiumによるUSBコンプライアンス・テスト
アプリケーション・ノート1400 - カタログ番号5988-6219EN

図12.1 USBテスト・オプションによ
り、ポストプロセッシングのためにデー
タをPCに転送する必要がなくなります。



スピード!!

Infiniiumソリューションをお使いにな
れば、被測定物とPCの通信確立、波
形を捕捉、あとはUSBテストオプショ
ンを起動するだけ。お客様の「手間」
をAgilentは全て取り除きました！

フルオートUSBテスト

［Analyze］のプルダウン・メニューから
［USB Test］をクリック。シグナル・
インテグリティ、インラッシュ・カレ
ント、またはDroop/Dropから任意のテ
ストを選択。そしてテストを開始。デ
ータ・パケットは自動的に保存され
USB Matlabスクリプトが実行されます。

Pass/Failレポートを即時に表示!!

テストの結果が即表示されるため、すぐ
に次の作業には入れます。例えば、コモ
ンモードチョークを微妙に変更して次の
テストを実行。その結果をもとに更に次
の変更・テストを。変化点の影響を即時
に計測・確認できる事は、エンジニアの
効率を上げるために最も重要な要素の1つ
です。
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Infiniium オシロスコープ
USBテスト・オプション

www.agilent.co.jp/find/usbj
www.agilent.co.jp/find/digital_apps
www.usb.org/developers/docs/

USB信号を測定

クリック1回でテストを実行

結果を即表示

Infiniium USBテスト・オプションはお客様社内でのプリコンプ
ライアンステスト用にお使い下さい。ロゴ認証（ロゴ使用・
USB-IFインテグレータ・リストの登録に必要）のための電気特性
及びゴールド・スイート・テストを含むオフィシャルUSBコン
プライアンス・テストは、指定のUSB-IF認証機関およびコンプ
ライアンス・ワークショップ（通称プラグフェスト）のみで行う
事が出来ます。必要項目に関しては、US B - I FのWE B
http://www.usb.orgにてご確認下さい。
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オーダ情報

Low/Fullスピード（Agilent 54815A、25A、31B/D、32B/D、35A、45A/B、46A/B、52A、53A、54A、55Aオシロスコープを使用）

パーツ番号 説明

USB2.0テスト・オプション。Low/FullスピードUSB2.0テスト用SQiDDテスト・フィクスチャが1個付属
E2645A［1］ 54815A、54825A、54835A、54845A、54846A用
N2854A 54845B、54846B用
N2855A ソフトウェア・リビジョンがA.02.30以下の54830B/Dシリーズ用
E2683A ソフトウェア・リビジョンが03.10以上の54830B/Dシリーズおよび54850Aシリーズ

E2646A 追加のLow/FullスピードUSB2.0テスト用SQiDD（Signal Quality Inrush、Drop/Droop）テスト・フィクスチャ
（E2646Aは、USBテスト・オプションに1個付属しています）

54832B/32D 4個の1165Aパッシブ・プローブを追加（新規購入の54832B/32Dオシロスコープのみ）
オプション004

54846Bオプション004 4個の1161Aパッシブ・プローブを追加（新規購入の54846Bオシロスコープのみ）

E2697A ハイ・インピーダンス・アダプタには、54852A/53A/54A/55A用の1個の10073Cパッシブ・プローブが付属しています。（3個必要）

1147A 50MHz電流プローブ（54831B/D、32B/D、45B、46Bのみ）

N2774A/N2775A 50MHz電流プローブおよび電源（54852A/53A/54A/55A用）

Highスピード（Agilent 54846A/B、52A、53A、54A、55Aオシロスコープを使用）

USB2.0テスト・オプション。Low/FullスピードUSB2.0テスト用SQiDDテスト・フィクスチャが1個付属
E2645A［1］ 54846A用
N2854A 54846B用
E2683A ソフトウェア・リビジョンがA.03.10以上の54850Aシリーズ用

E2646A 追加のLow/FullスピードUSB2.0テスト用SQiDD（Signal Quality Inrush、Drop/Droop）テスト・フィクスチャ
（E2646Aは、USBテスト・オプションに1個付属しています）

E2649A HighスピードUSB 2.0テスト・フィクスチャ・セット（以下から構成）
E2645-66501 デバイス信号品質テスト・フィクスチャ E2645-66505 ホストTDRテスト・フィクスチャ
E2645-66502 ホスト信号品質テスト・フィクスチャ E2645-66506 ホスト・ディスコネクト・テスト・フィクスチャ
E2645-66503 受信機感度テスト・フィクスチャ 0950-2546 電源
E2645-66504 デバイスTDRテスト・フィクスチャ

54846Bオプション004 4個の1161Aパッシブ・プローブを54846Bオシロスコープに追加

E2697A ハイ・インピーダンス・アダプタには54852A/53A/54A/55A専用の1個の10073Cパッシブ・プローブが付属しています（3個必要）。
（1156AをE2697Aの代わりに使用できます）

1131A/32A/34A InfiniiMaxプローブ・アンプ（ハブ・テストには2個必要）

E2669A InfiniiMaxプローブ用差動コネクティビティ・キット

01131-68703 InfiniiMaxプローブと使用するための、ダンピング・アダプタ10個の追加セット
（E2649AとE2669Aには4個のダンピング・アダプタが付属しています）

［1］E2645Aオプションを使用するには、Infiniiumの構成が最低限、300MHz CPU、64MB RAM、Windows 98、システム・ソフトウェアのバージョン
A04.20以上およびLS-120 120MB SuperDiskが必要です。お使いのInfiniiumがこれらの構成条件を満たしているかどうかを確認するには、オシロス
コープの背面をご覧ください。オシロスコープのシリアル番号がUS3919以上で始まっていれば、上記の要件を満たしています。あるいは、
"E2633A"、"E2633-68703"または"E2633-68701"の製品タグがあれば、要件を満たしています。これらの最低限の要件を満たしていない場合は、
E2645Aの他にInfiniiumオシロスコープ性能アップグレードをオーダしていただく必要があります。計測お客様窓口にお問い合わせの上、お使いの
Infiniiumオシロスコープに適合した性能アップグレードを選択してください。

USB2.0コンプライアンス・テスト・ソリューション

Tests Included

USB試験項目 テスト・タイプ 結果評価項目

Signal integrity Full-speed Far End 試験結果の合否 Signal eye
Low-speed Far End EOP width Receivers：reliable operation
Low-speed Near End Measured signaling rate Crossover voltage range**
High-speed Far End Consecutive jitter range** Signal Data and Eye
High-speed Near End （**の項目はLow/Full Speed のみの項目です）

Inrush Current Inrush Current 試験結果の合否
Inrush Current measurement
Inrush Current graph

Drop/Droop System 試験結果の合否
Self Powered Hub Voltage No Load measurement Voltage Loaded measurement
Bus Powered Hub Drop measurement Droop measurement

* 各テストの実施内容はUSB-IF提供のMatlabスクリプトに基づいていますので、コンプライアンス・テストに必要な評価項目を全て満たしております。
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コミュニケーション・マスク・テスト・キット

• マスクへのアクセスとマスクの構成が
容易

• 多彩で使いやすいテスト機能
• Agilent Infiniiumオシロスコープと
互換

通信テストからいらいらを追放

デザインが業界標準に適合しているか
どうかを、コミュニケーション・マス
ク・テスト・キットを使用して容易に
検証できます。また、Infin i iumの
Windows®インタフェースにより、マ
スクの選択やテスト構成が簡単に行
えます。さらに、時間を節約しトラ
ブルを避ける様々な機能もありま
す。コミュニケーション・マスク・
テスト・キットには、被試験デバイ
スと簡単に正確な接続ができる電気
通信アダプタが付属しています。

次の機能によりテストが簡略化され
ます。

• 20種類を超える業界標準のANSI
T1.102、ITU-T G.703およびIEEE
802.3コミュニケーション・マス
ク・テンプレート

• DS1/T1信号の"回線ビルドアウト"
テスト用のFCC Part 68オプション
BおよびCマスク

• ASCIIテキスト・ファイルからカ
スタム・マスクをロード可能

• 正および負パルス用のマスク・テ
スト

• 自動テスト・アプリケーションを
実現するマスク・テスト機能の
GPIBによるプログラム

• Agilent Infiniiumオシロスコープに
最適化された電気通信アダプタ

• すべてのパルス・マスク・テンプレ
ート用の自動"isolated ones"トリガ

• ボタン1つで適切なマスク・テン
プレートが選択でき、手動でのオ
シロスコープの調整が不要

• マスク・テンプレートによる自動
合否判定

• マスクから外れたエリアを素早く
識別できるフェイル・ハイライト

• ANSI T 1.102マスクに対し仕様外
の波形振幅をフラグ

• カラー・グラデーション残光表
示、ヒストグラム、ドラッグ・ア
ンド・ドロップ測定、アイ・ダイ
ヤグラム測定などの機能による不
良波形の特性評価

• 電子ファイルまたはプリンタへの
測定値の文書化のための画面アノ
テーション

オーダ情報

テスト・キット

パーツ番号 説明 数量

E2625A［1］ コミュニケーション・マスク・テスト・キット 1

［1］54850Aシリーズでは、E2625Aを使用するためにリビジョンA.03.10のソフトウェアが必要です。
このリビジョンのソフトウェアはwww.agilent.co.jp/find/infiniium_softwareから無償で入手できま
す。

付属品（個別に注文もできます）

E2621A バンタム（メス）コネクタ付き100/110/120Ω平衡終端アダプタ 1

E2622A BNC（メス）コネクタ付き75Ω不平衡終端アダプタ 1

8120-1838 BNC（オス）-BNC（オス）ケーブル、長さ30cm 1 図13.1 コミュニケーション・テスト・
キット用ソフトウェアおよびアクセサリ
をすべて収納できるハード・ケース
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Agilent E2621A 100/110/120Ω
終端アダプタ

E2621A AC結合平衡アダプタは、差
動通信信号を100、110、120Ωで終
端し、差動信号との接続を可能にし
ます。また、このアダプタは様々な
コネクタ・タイプ（例えば、バンタ
ム、RJ-48CおよびSiemens）をオシロ
スコープの50ΩBNCに変換します。
内蔵の3段切り替えスイッチを使用
して終端インピーダンスを選択する
ことができます。

特性

E2621Aは次のANSI T1.102および
ITU-T G.703標準に適合しています。
• DS1：（1.544Mbps）
• DS1A：（2.048Mbps）
• DS1C：（3.152Mbps）
• DS2：（6.312Mbps）
• E1：（2.048Mbps）

Agilent E2622A 75Ω終端アダプタ

E2622A DC結合不平衡アダプタを使
用すれば、DS3やE3などの通信信号
をオシロスコープの50ΩBNC入力に
接続することができます。また、
AutoProbeインタフェースにより、
InfiniiumがE2622Aを認識して、自動
的に構成します。

特性

E2622Aは次のANSI T1.102および
ITU-T G.703標準に適合しています。
• DS3：（44.736Mbps）
• DS4NA：（139.264Mbps）
• STS1：（51.840Mbps）
• STS3：（155.520Mbps）
• STM1E：（155.520Mbps）
• E1：（2.048Mbps）
• E2：（8.448Mbps）
• E3：（34.368Mbps）
• E4：（139.264Mbps）

図13.2 E2621A AC結合平衡アダプタ
は、差動通信信号を100、110、120Ω
で終端し、差動信号との接続を可能にし
ます。

図13.3 E2622A DC結合不平衡アダプ
タを使用すれば、DS3やE3などの通信
信号をオシロスコープの50ΩBNC入力
に接続することができます。

コミュニケーション・マスク・テスト・キット

仕様

動作特性 E2621A終端アダプタ E2622A終端アダプタ

帯域幅（－3dB）* ＜10kHz～＞100MHz ＞1GHz*

立ち上がり時間 ＜3.5ns ＜350ps

減衰 5×（－14dB）±3％（50kHz～30MHz） 5×（－14dB）±1.5％

* フル帯域幅は、54832B/32D/33A/33D 1GHz、54853A 2.5GHz、54854A 4GHz、54855A 6GHzオシロスコープを使用した場合にのみ得られます。
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オプションおよびアクセサリ

図14.2 N5383Aアップグレード・キッ
トを使用すると、Windowsアプリケー
ションを安全に54830シリーズ・オシ
ロスコープ内で実行することができます。

図14.3 My Infiniiumを使用すると、
WindowsアプリケーションをInfiniium
に簡単に追加できます。

図14.1 N5383A Infiniiumパフォーマン
ス・アップグレード・キット

N5383A Infiniiumパフォーマン
ス・アップグレード・キット
（Windows XP Proおよびメモリ・
アップグレード）

N5383A Infiniiumパフォーマンス・
アップグレード・キットは、お使い
のInfiniium 54830シリーズ・オシロ
スコープのシステム・ソフトウェア
を、Microsoft Windows XP Proオペレ
ーティング・システム・ベースのバ
ージョンA.03.10以上にアップグレー
ドし、CPUメモリを512MBに拡張し

ます。この新しいシステム・ソフト
ウェアはセキュリティと信頼性が高
いシステム性能と、オシロスコープ
内でWindowsアプリケーションを実
行する機能を提供し、オシロスコー
プによるワンボックス収集／解析ソ
リューションを実現します。N5383A
Infiniiumパフォーマンス・アップグ
レード・キットには、ソフトウェア
CD、256MB RAMスティック、ツー
ル、セルフガイド・アップグレード
手順書が付属します。

E2699A My Infiniiumアプリケー
ション・カスタマイズ・パッケージ*：
Infiniiumをカスタマイズできます！

E2699A My Infiniiumアプリケーショ
ン・カスタマイズ・パッケージを使
用すると、オシロスコープのフロン
ト・パネルまたはグラフィカル・ユ
ーザ・インタフェースからアプリケ
ーションを起動して、Infiniiumオシ
ロスコープの性能を拡張することが
できます。My Infiniiumには以下の2
つの機能があります。

1. QuickExecute

QuickExecuteは、QuickMeas＋機
能に対する追加の機能です。この
オ プ シ ョ ン を 選 択 す る と 、
QuickMeas＋ボタンが押されるた
びに、Infiniiumは、指定したプロ
グラムを実行します。

2. 拡張グラフィカル・ユーザ・イン
タフェース（eGUI）

eGUIは、メニュー・アイテムを
Infiniiumメニュー・システム内に
追加する方法を提供します。メニ
ュー・エントリを追加して、プロ
グラムを実行することができま
す。Agilent VEE、Microsoft Excel、
MATLABなどのアプリケーショ
ンを含め、Windows XPで実行可
能なプログラムを、上記のいずれ
の方法でも起動することができま
す。サンプル・プログラムも用意
しています。My Infiniiumインテ
グレーション・パッケージの詳細
は、Agilent E2699A My Infiniium
のデータ・シート（カタログ番号
5988-9934EN）を参照してくださ
い。
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オプションおよびアクセサリ

E2681A EZJITジッタ解析ソフト
ウェア*：ジッタ測定を容易に！

E2681Aジッタ解析ソフトウェアは、
サイクル間ジッタ、Nサイクル・ジ
ッタ、周期ジッタ、タイム・インタ
ーバル・エラー、セットアップ／ホ
ールド時間、測定ヒストグラム、測

定トレンド、ジッタ・スペクトラム
を含めた、一般的なジッタ解析機能
を提供します。このジッタ・オプシ
ョンには、ジッタ測定のセットアッ
プのガイド機能、各ジッタ測定の動
作原理の説明、いつ使用するかを指
示するセットアップ・ウィザードが
付いています。

N5391A ロースピード・シリア
ル・データ解析ソフトウェア†

AgilentのロースピードSDAソフトウ
ェアを使用すると、I 2C（ I n t e r -
Integrated circuit）、2線式または3線
式SPI（Serial Peripheral Interface）シリ
アル通信バスを容易にデバッグでき
ます。このロースピードSDAソフト
ウェアは、54830/54850シリーズ

Infiniiumオシロスコープで使用でき、
I2CまたはSPIシリアル・データ・ス
トリームのアナログ／ディジタル波
形表示と同期して、数値フォーマッ
トのシリアル・データを自動的に表
示することができます。

E2688A/N5384Aハイスピー
ド・シリアル・データ解析ソフトウ
ェア†

AgilentのハイスピードSDAソフトウ
ェアは、クロックを含む高速シリア
ル・インタフェースのシグナル・イ
ンテグリティを効率良く評価するこ
とができます。ハイスピードSDAソ
フトウェアは、5 4 8 3 0シリーズ
（N5384A）または54850シリーズ
（E2688A）Infiniiumオシロスコープで

使用でき、以下が可能です。

• 1次PLL、2次PLL、または一定周
波数アルゴリズムによるクロッ
ク・リカバリ（ゴールデンPLL対応）

• 外部基準クロック（エクスプリシ
ット・クロック）入力の選択。外
部でハードウェアCDRされた信号
を入力するときに便利です。

• シリアル・データ・ストリームの
アナログ波形表示とリカバリ・ク
ロックの表示

• エンベデッド・クロック（クロック
組み込みの信号）に対するリアルタ
イム・アイ・ダイアグラムの作成

• マスク違反時に、違反個所の時間
軸情報表示を可能にする「リアル
タイム・アイ」機能搭載。重ね書
き表示しか出来ないマスクテスト
の弱点を補う強力な機能です（右
の図を参照）

• カスタム仕様のマスク・テスト
• リカバリ・クロックまたは外部基
準クロックに対するTIEジッタ測定

54850シリーズ（E2688A）Infiniiumオシロ
スコープでは、さらに以下が可能です。：

• PCI Express、シリアルATA、シリア
ル・アタッチド・SCSI（SAS)、Fibre
Channel、ギガビット・イーサネット、

XAUI用の定義済みマスクの利用
• PCI-SIG認定のオフィシャルDLL
を使用したPCI Expressクロック・
リカバリの選択

• シリアル・データ・ストリームの
アナログ波形表示とシリアル・デ
ータの8b/10bデコードの表示

• 最大4個の連続した8b/10bシリア
ル・パケットに対する検索とトリガ

図14.4 E2681Aは、最も一般的なジッタ解
析機能を使いやすいパッケージで提供します。

図14.5 N5391Aは、I2CとSPIのオンスク
リーン・シリアル・デコード機能を提供します。

図14.6 E2688AまたはN5384Aを使
用した、エンベディッド・クロック付き
高速シリアル・データ・ストリームのシ
グナル・インテグリティの評価
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オプションおよびアクセサリ

N5392Aイーサネット・ファミリ
ー・コンプライアンステスト・ソリ
ューション

N5392Aイーサーネット（10/100/ギガ
ビット（GbE））電気特性コンプライ
アンス・テスト・ソフトウェア及び
N5395A/96Aイーサーネット・テス
ト・フィクスチャーをお使いになれ
ば、手間隙のかかっていたイーサー
ネットのコンプライアンス試験を簡
単かつ自動で行うことが出来ます。

N5392Aソフトを使用すれば、GbE
のコンプライアンステストで定義さ
れている、最大差動出力電圧測定、
レベル確度測定、最大ドゥループ値
測定、差動出力テンプレート測定
（ここまでは全てIEEE 802.3-2002仕
様の40.6.1.1.2と図40-19で指定されて
いるポイントA、B、C、D、F、Hの
マスク・テンプレートで測定）、ト
ランスミッタージッター測定などを
容 易 に 行 え ま す 。 も ち ろ ん 、
100BaseTZ・10BaseTにも対応してい
るために、今は100BaseTXで将来的
にはGbEの測定を、というお客様も
安心してお使いになれます。

また、使い易く、最小クリック5回
でテストの行えるGUIは、イーサー
ネットのコンプライアンス・テスト
の次世代スタンダードといえ、人為
的な測定エラーを極力なくすために
も重要な役割を果たします。

N5392A：イーサーネット・ファミリ
ー・コンプライアンステ
スト・ソフトウェア

N5395A：イーサーネット・ファミリ
ー・テスト・フィクスチ
ャー

N5396A：ジッターテスト用103mケ
ーブル
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オーダ情報

パーツ番号 説明 数量

N5383A Infiniiumパフォーマンス・アップグレード・キット 1
（システム・ソフトウェア・リビジョンA.03.10以上および512MBへのメモリ・アップグレード）

E2699A* My Infiniiumアプリケーション・カスタマイズ・パッケージ 1
54830または54850シリーズ・オシロスコープを新規購入する場合はオプション006をオーダしてください。

E2681A* EZJITジッタ解析ソフトウェア 1
54830シリーズ・オシロスコープを新規購入する場合はオプション015をオーダしてください。
54850シリーズ・オシロスコープを新規購入する場合はオプション002をオーダしてください。

N5391A† ロースピード・シリアル・データ解析ソフトウェア 1
54830または54850シリーズ・オシロスコープを新規購入する場合はオプション021をオーダしてください。

E2688A† 54850シリーズ・オシロスコープ用クロック・リカバリ機能付きハイスピード・シリアル・データ解析ソフトウェア 1
54850シリーズ・オシロスコープを新規購入する場合はオプション003をオーダしてください。

N5384A† 54830シリーズ・オシロスコープ用クロック・リカバリ機能付きハイスピード・シリアル・データ解析ソフトウェア 1
54830シリーズ・オシロスコープを新規購入する場合はオプション003をオーダしてください。

N5392A/95A/96A* イーサネット・コンプライアンス・テスト・ソフトウェア（92A)、テスト・フィクスチャー（95A)、 1
103mジッターテスト用ケーブル（96A)

* このオプションは、Infiniiumシステム・ソフトウェア・バージョンがA.03.10以上（Windows XP Pro）の、すべての54830/54850シリーズInfiniiumオシ
ロスコープで使用できます。既に54830シリーズをお使いの場合は、N5383A Infiniiumパフォーマンス・アップグレード・キットをオーダして、シス
テム・ソフトウェア・バージョンをA.02.XX（Windows 98）からA.03.50（Windows XP Pro）以上にしてください。

† このオプションは、Infiniiumシステム・ソフトウェア・バージョンがA.03.50以上（Windows XP Pro）の、すべての54830/54850シリーズInfiniiumオシ
ロスコープで使用できます。既に54830シリーズをお使いの場合は、N5383A Infiniiumパフォーマンス・アップグレード・キットをオーダして、シス
テム・ソフトウェア・バージョンをA.02.XX（Windows 98）からA.03.50（Windows XP Pro）以上にしてください。

入力デバイスおよびストレージ・デバイス
E2610Aキーボード、E2609Bラックマウント・キット、1184Aテストモービル

E2610Aキーボード

Agilent Infiniiumオシロスコープに付
属しているE2610Aキーボードは、ベ
ンチやテスト・カートでも場所をと
らず、Infiniiumアクセサリ・ポーチ
にちょうど納まります。

オーダ情報

パーツ番号 説明 数量

E2610A キーボード 1

図15.1 小型キーボードは、ベンチ上で
も最小限の場所しかとりません。

オプションおよびアクセサリ
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関連カタログ

タイトル タイプ カタログ番号

ディジタルおよびミックスド・シグナル・オシロスコープ Selection Guide 5988-8460JA

Infiniium 54800シリーズ・オシロスコープ Data Sheet 5988-3788JA

E2681A EZJIT Jitter Analysis Software for Infiniium 54830 and 54850 Series Oscilloscopes Data Sheet 5989-0109EN

E2690A Time Interval and Jitter Analysis Data Sheet 5988-9723EN

E2699A My Infiniium Integration Package Data Sheet 5988-9934EN

E2688A Serial Data Analysis and Clock Recovery Software for Infiniium 54850 Series Oscilloscopes Data Sheet 5989-0108EN

Infiniium USB Test Option Data Sheet 5989-0236EN

E2625A Communication Mask Test Kit and E2698A Ethernet Masks Data Sheet 5989-0372EN

Agilent Mixed Signal Oscilloscopes: 6-minute Video Demonstration Video CD 5988-9288EN

Windows®およびMSWindow®は、Microsoft Corporationの米国における登録商標です。
MATLAB®は、Math Works, Incの米国における登録商標です。
EZ-Probe Positioner®はCascade Microtech Inc.の米国における登録商標です。

E2609Bラックマウント・キット

ラックマウント・キットには、Infiniium
をEIA標準［19インチ（487mm）］ラッ
ク・キャビネットに搭載するための
サポート・シェルフとハードウェア
が含まれています。設置時に測定器
が占める高さは、5インクリメント
分（222mm）です。

1184Aテストモービル

Agilent 1184Aテストモービルを使用
すれば、Infiniiumオシロスコープと
アクセサリを容易に整理し、移動す
ることができます。このテストモー
ビルには、アクセサリ（プローブ、
ケーブル、電源コードなど）用の引

き出しと、傾きと高さを調整できる
キーボード・トレイが付属していま
す。 詳細については、本書巻末の
「関連カタログ」に記載されている
「Agilent Test and Measurement Catalog」
を参照してください。

図15.2 EIA標準19インチ・キャビネット
にそのまま納まるInfiniiumオシロスコープ

図15.3 Agilent 1184Aテストモービル

オーダ情報

キットおよびアクセサリ

パーツ番号 説明 数量

E2609B ラックマウント・キット（サポート・シェルフ1個、 1
ラックマウント・レール2個、タッチパッド（E2612A）1個、
ブラケット2個、ハードウェアが付属しています）

入力デバイスおよびストレージ・デバイス
E2610Aキーボード、E2609Bラックマウント・キット、1184Aテストモービル
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Agilent高速シリアル通信総合ソリューションWEBサイト登場！
是非、下記のWEBサイトをご確認ください！
http://www.agilent.co.jp/find/digital_apps
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Agilent電子計測ソフトウェアおよびコネクティビティ

Agilentの電子計測ソフトウェアおよびコネクティビティ製品、ソリューション、デベロッパ・ネ
ットワークは、PC標準に基づくツールによって測定器とコンピュータとの接続時間を短縮し、
本来の仕事に集中することを可能にします。詳細についてはwww.agilent.co.jp/find/jpconnectivity
を参照してください。

アジレント・テクノロジー株式会社
本社〒192-8510東京都八王子市高倉町9-1
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受付時間 9:00-19:00
(12:00-13:00もお受けしています。土・日・祭日を除く)

FAX、E-mail、Webは24時間受け付けています。

TEL  ■■ 0120-421-345
(0426-56-7832)
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(0426-56-7840)
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www.agilent.co.jp/find/agilentdirect
テスト機器ソリューションを迅速に選択し使用できます。

Agilent Direct

サポート、サービス、およびアシスタンス

アジレント・テクノロジーが、サービスおよびサポートにおいてお約束できることは明確です。リ
スクを最小限に抑え、さまざまな問題の解決を図りながら、お客様の利益を最大限に高めることに
あります。アジレント・テクノロジーは、お客様が納得できる計測機能の提供、お客様のニーズに
応じたサポート体制の確立に努めています。アジレント・テクノロジーの多種多様なサポート・リ
ソースとサービスを利用すれば、用途に合ったアジレント・テクノロジーの製品を選択し、製品を
十分に活用することができます。アジレント・テクノロジーのすべての測定器およびシステムには、
グローバル保証が付いています。製品の製造終了後、最低5年間はサポートを提供します。アジレ
ント・テクノロジーのサポート政策全体を貫く2つの理念が、「アジレント・テクノロジーのプロミ
ス」と「お客様のアドバンテージ」です。

アジレント・テクノロジーのプロミス

お客様が新たに製品の購入をお考えの時、アジレント・テクノロジーの経験豊富なテスト・エンジ
ニアが現実的な性能や実用的な製品の推奨を含む製品情報をお届けします。お客様がアジレント・
テクノロジーの製品をお使いになる時、アジレント・テクノロジーは製品が約束どおりの性能を発
揮することを保証します。それらは以下のようなことです。
● 機器が正しく動作するか動作確認を行います。
● 機器操作のサポートを行います。
● データシートに載っている基本的な測定に係わるアシストを提供します。
● セルフヘルプ・ツールの提供。
● 世界中のアジレント・テクノロジー・サービス・センタでサービスが受けられるグローバル保証。

お客様のアドバンテージ

お客様は、アジレント・テクノロジーが提供する多様な専門的テストおよび測定サービスを利用す
ることができます。こうしたサービスは、お客様それぞれの技術的ニーズおよびビジネス・ニーズ
に応じて購入することが可能です。お客様は、設計、システム統合、プロジェクト管理、その他の
専門的なサービスのほか、校正、追加料金によるアップグレード、保証期間終了後の修理、オンサ
イトの教育およびトレーニングなどのサービスを購入することにより、問題を効率良く解決して、
市場のきびしい競争に勝ち抜くことができます。世界各地の経験豊富なアジレント・テクノロジー
のエンジニアが、お客様の生産性の向上、設備投資の回収率の最大化、製品の測定確度の維持をお
手伝いします。

www.agilent.co.jp/find/emailupdates-Japan
Agilentからの最新情報を記載した電子メールを無料でお送りします。

電子計測UPDATE


